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本報告書は、お茶の水女子大学の 2021年度春季オンライン短期研修派遣プログラムによ

り、チェンマイ大学（タイ）9名、カリフォルニア大学デービス校（米国）3名、マギル大

学（カナダ）5 名、トムスク国立教育大学 （ロシア）3 名、トゥーレーヌ学院（フランス）

5 名と、5 か国 5 大学で研修を受けた合計 25 名の学生のオンライン研修報告をまとめたも

のです。 

本学では、2004 年より海外短期研修を開始しました。当初は英語語学研修プログラムの

みでしたが、現在は、英語以外の言語の語学研修や、派遣大学が開設する正規の専門科目

の聴講等、様々な選択肢を備えた魅力的なプログラムを提供しています。2020 年度からは

コロナ禍ゆえに、海外留学が大幅に制限され、多くのプログラムが実施できない状況でし

たが、その中でも上述のオンライン・プログラムに 25名の参加がありました。学生たちは、

多くの時間を在宅で過ごしていることもあり、オンラインでの留学生活を充実して過ごし

ているようでした。 

本学では、近年、留学を重視しており、多くの学生に短期・長期留学の機会を提供して

きました。コロナ禍の中でも様々な制約はありながらも、それまでのオンライン遠隔授業

の経験などを生かしながら、引き続き留学の場を提供して来ました。さらに説明会、事前

研修などを開催し、事前準備から振り返りまで、きめ細かく一貫したサポートを行うこと

で、研修体験をよりいっそう充実したものにしています。 

その結果、2021 年に発表された「THE (Times Higher Education)世界大学ランキング日

本版 2021」 (https://japanuniversityrankings.jp/） において、本学は日本人学生の海

外への留学比率が 12.2%と高く、かつ 3人に１人が卒業までに短期留学を含む海外留学を

経験している（2019 年度卒業者 485人中 151人）など、高い評価を得ています。 

報告書を読むと、海外のプログラムに参加することで、さまざまな知識を得、価値観に

触れ、確実にグローバルな視点や共生の姿勢を獲得して成長する学生の姿をみることがで

きます。大学生活に留学を組み込むことを考えている学生のみなさんにもぜひ参考にして

いただきたいと思います。 

本プログラムの企画・運営にたずさわる国際教育センターとしても、参加者に充実した

体験を提供できたことを実感し、たいへんうれしく思います。 

最後に、短期研修プログラム推進に尽力された、リサーチアドミニストレーターの長塚

尚子先生をはじめ、講師の松田デレク先生、国際教育センターアカデミックアシスタント

の崔進栄（チェ・ジニョン）さん、国際課職員、国際本部員の皆様に、この場を借りて厚

く御礼申し上げます。 
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カリフォルニア大学デービス校 

（アメリカ） 
 

研修期間：2022 年 2 月 18 日～3 月 18 日（4 週間） 

参加費：Application Fee US$100、Program fee US$1,400 

参加方法：オンライン 

研修内容：英語研修、現地学生との交流 
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1 University of California, Davis 
https://cie.ucdavis.edu/academic-preparation-and-pathway-programs/global-

awareness-and-intercultural-communication-seminar 
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https://cie.ucdavis.edu/academic-preparation-and-pathway-programs/global-

awareness-and-intercultural-communication-seminar 
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英語研修 
3 

 

 

 

 

 

 
3 UC Davis校 Online program オリエンテーション時配布資料 
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オンライン海外短期研修 UC DAVIS I-STEM 

 

生活科学部 食物栄養学科 

1年 篠﨑 ことみ 

 

事前に準備したこと 

まずじっくり時間をかけて目的を明確化した。私にとっての本研修の主たる目的はリス

ニング力とスピーキング力の向上、厳密には英語の講義を咀嚼し自分から質問や議論がで

きるようになることだった。栄養学の基礎を一年間学んできた中で、日本語に限らず英語

による情報にアクセスできることはより深い理解につながると感じていたこと。また、英

語を使えるようになることで将来のキャリアの可能性を広げることができること。これら

の理由から本研修で英語を聴き話す力を伸ばしたいと考えた。具体的には 200wpm 程の速さ

の英語を理解し、日本語圏で暮らしていない方にも自分の考えを伝えられるような発音、

伝え方を習得したいと思った。そのために、事前準備としては本学のリスニング教材をシ

ャドーイングしたり、ニュースを読みラジオで聴いたり、単語の勉強をした。またオンラ

インであっても意欲を維持できるように、本研修専用のノートを一冊購入した。研修内容

や講義中の議論の経過、見聞きした英語表現の記録だけでなく日記として活用することに

した。申し込みの段階で苦心したことや研修中の高揚感、発見を英語で書き留めていくこ

とにした。 

 

オンライン海外短期研修内容について 

本研修は 3 つのカテゴリーに分かれた講義と、週に一度の現地学生との交流と特別講義

で構成された四週間のプログラムだ。カテゴリーは Introduction to Entrepreneurship in 

the U.S.(以下第一)、Listening and Pronunciation I-STEM (以下第二)、Hot Topics in 

Science and Technology(以下第三)からなる。第一の講義では Uber・Netflix・Airbnb な

どの起業モデルを講師と級友との活発な議論を通して学び、最終週では自らビジネスモデ

ルを立案し、プレゼンするグループ活動も行った。この最終プレゼンでは自分で驚くほど

堂々と英語での発表に挑めたのだが、これはこの講義での学びの影響だと分析する。まず

講師自身の説明の仕方が起業家やリーダーらしく、常に聴き手の理解状況を確認しながら

話しており、非常に明快だった。それを毎回聴き対話する中で私も自然とそういった話し

方に慣れることができた。また講義中に見た起業家の演説動画の見方も勉強になった。講

義ではキーワードを抽出し、どのフレーズが一番重要か級友各々の意見をぶつけ合いなが

ら視聴した。すると演説者の話し方や英単語を以前より吸収できるようになった。起業だ

けでなく英語での伝え方を学べた。第二の講義ではひたすら自分の口を動かし母語話者の

ような話し方を目指した。一番の学びは自分の話し方が聴き手に伝わりにくい原因を学べ
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たことだ。母語話者の講師が学生の発音を繰り返し聴いて下さり、また質問にはメールで

も Zoom上でも丁寧に答えてくださった。おかげで、今までは見ないふりをしてきてしまっ

た自身の細かな発音の違いの矯正に非常に楽しく熱中して取り組むことができた。また

Zoom のレコーディングで何度も復習できるのは、オンライン研修の強みだった。始めは注

意するべきポイントの多さに雷に打たれたが、霧が晴れて課題とその矯正方法が明確化し

た。これからも改善していくのが楽しみだ。第三の講義では昆虫食・介護ロボット・自動

運転など、級友の関心が高い話題をあらかじめ決めて、それらに関する記事を読みながら

議論を深めた。米国の講師と日本の学生との考え方の差も垣間見えて興味深かった。何よ

り英語での意見の述べ方の練習ができた。初回の講義では講師に言いたいことが一回で伝

わらず、ぞっとした。しかし講師や他講義の影響を受け、第三週目ほどになると新たな議

論のフェーズを提案できるようにさえなってきた。簡潔にリズムよく表現することが楽し

くなり成長を感じることができた。特別講義では毎回、自身の将来について考えることが

できた。講義後の質問では、自己アピールの仕方や新しい分野を独学する方法などを知る

ことができ大変満足した。またメールにて自身の将来の選択肢についての相談の回答も得

ることができた。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

週に 50分間、現地学生と話すことができた。昨年参加させていただいたお茶の水女子大

学のサマープログラムでは、日本人の級友には通じていたはずの自身の英語が、留学生に

は非常に伝わりにくいことを痛感していた。しかし、②で述べた様々な講義で自身の英語

での伝え方に向き合ったこと、現地学生の優しさに支えられことで、大いにこの交流を楽

しむことができた。私の関心事だった現地学生の食生活についても話した。衝撃だったの

は、金銭的な理由で、午後五時までその日の食事がコーヒー一杯であるということが珍し

くないというエピソードだった。他にも文化の話、コロナ禍ならではの話ができた。 

 

同プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアどう生かしていくか 

これからの本学での講義も、自身が講義の一部なのだというくらいの意識で受講してい

く。本研修では講義の質の高さは勿論、高い意識を持った級友たちと夢中になって話し合

うことが毎日の講義をより一層面白くしたのだと思っている。だからこそ受け身になって

いる場合ではない。自発的に考え、積極的に参加していくことがこれからの私の学びを何

倍にでも大きなものにしてくれると、肌で感じた研修だった。また、英語をもっと上達さ

せたい。日本語ではコミュニケーションが取れない方たちとも英語でなら可能であること

が嬉しく、自身の英語力が少しずつ向上していくことも純粋に非常に楽しかった。本学で

の未修の英語講義を取り、所属サークルにて英語で話す機会を持ち続ける。個人的に英語

でニュースや興味のある教科の情報を収集し、英語日記も続けていく。今回は私の将来に
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ついて考える機会も豊富であった。日本にいながら海外の人と働く方法があると知った。

栄養学で国際貢献する方法についてデービスのキャリアセンターの方に相談ができた。ま

だ将来については明確ではないが、将来の仕事に対して視野を広げることができたのが収

穫だった。 

 

以上 
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UC デービス校オンライン海外短期プログラムを終えて 

 

理学部 生物学科 

 2年 嵜山 百花 

 

事前に準備したこと 

 英語で自己紹介を行う練習を事前に行った。研修では何度も自己紹介をする機会があっ

たので、練習が非常に役立った。また、交流国であるアメリカ、そしてカリフォルニア大

学についてインターネットを使って調べた。アメリカの文化について調べる中で、特に興

味を持ったことを、実際に現地学生との交流の際に質問することができた。事前に調べた

ことで、現地学生との交流では、より深い内容の会話をすることができた。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について 

 プログラムでは、火曜日から金曜日に 3 つの授業に参加した。下記授業のうち①の授業

は毎日行われ、②、③の授業は 1日おきに、週 2回行われた。 

① Global Awareness Through SDGsでは、SDGsの 17のゴールのうち 4つを扱った。一週

間で1つのゴールについて学び、週の最終日にはペアでプレゼンテーションを行った。 

② Intercultural Communication Skills では、英語を話したり、プレゼンテーションを

行ったりするときに重要なことを学んだ。そして、全体発表や現地学生との交流と通

して、学んだことを実践した。 

③ Hot Topics in American Cultureでは、アメリカで話題となっていることについて、

週ごとに異なるテーマを扱った。例えば、BLM(Black Lives Matter)や#Me Too運動な

どを学んだ。週が始まる前に、その週に扱うテーマに関する記事が割り当てられ、そ

の記事の要約を作成した。割り当てられる記事は人によって異なり、授業のグループ

ワークで、自分が読んだ記事を読んでない人に対して説明した。毎週 2 回目の授業の

前には、自分でテーマに沿った記事を選び、要約を行った。授業では、グループワー

クでメンバーに内容を説明し、その内容についてディスカッションを行った。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 毎週土曜日と、Intercultural Communication Skillsの授業で現地学生と交流する機会

があった。そのときには、現地学生に聞いてみたいことを質問したり、アメリカでよく行

われるゲームを行ったりした。現地学生は皆とても気さくで話しやすく、英語での会話を

リラックスして楽しむことができた。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう活かしていくか 
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 私は公務員として国際業務に関わる仕事に就きたいと考えている。プログラムで身につ

けた、英語力やアメリカ文化に関する知識を活かし、英語でのコミュニケーションを円滑

に行いたい。また、私はボランティアで、男女平等や貧困に関する英文の翻訳を行なって

いるので、身につけた英語力や知識をそこでも活かしたい。 

 

最後に（感想） 

 一ヶ月のプログラムを通して、どんどん自分の英語力が上がり、英語を話すことに対す

る恐怖がなくなっていった。これは、英語を話す機会が多く設けられていたことと、先生

が繰り返し、間違ってもいいから、と積極的に話すことを促してくださったおかげである。

今後、プログラムを通して身につけた技能を向上させ、知識を深めて、ボランティアや将

来のキャリアで活かしたい。 

 

 

以上 
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University of California, Davis オンライン短期留学報告書 

 

理学部 情報科学科 

3年 堺谷 天詩 

  

①事前に準備したこと 

  国際教育センターの皆様が開催してくださった、学内オリエンテーションや事前研修に

参加し、これから行われる短期留学がどのようなものなのか、どのようなことに注意しな

ければならないのかを学んだ。また、UCDavis の日本人教授である藤田先生の講演を事前

に聞き、留学に取り組む上で重要な、チャレンジ精神や異文化交流の大切さを学んだ。個

人的には、同じ学部の生徒に、UCDavis のオンライン短期留学に参加した経験がある方が

いたため、雰囲気や授業の進め方、スケジュールなどを事前に質問した。生活面において

は、短期留学の授業は、時差の関係で朝 8 時から 12 時に開催されるため、1 週間ほど前か

ら早く起きる習慣を身につけた。これのおかげで一度も授業に遅刻したことはなかった。

学習の面においては、耳を慣れさせるためにも洋楽や洋画を見ていた。また、単語の暗記

に努め、聞き取れる英語や話せる英語を増やした。 

 

②オンライン海外短期留学研修内容について 

  UCDavisのオンライン短期留学では、”Introduction to Entrepreneurship”, ”Listen

ing and Pronunciation”, ”Hot Topic in Science and Technology”の３つのクラスが

あった。 

”Introduction to Entrepreneurship”の授業は毎週火曜日から金曜日の週 4日、8:00-

10:00 と毎週土曜日は講演者を招いて頂き、その方達のお話を聞き最後に質問時間を設け

てくれる授業があった。火曜日から金曜日の授業では Uverや Netflixなどの大手会社の設

立経緯や経営者の思想を学

び、それについて自分はど 

う思うのかを 3,4 人の小さい

グループに分かれて話し合い

その後全体で意見を交換しあ

った。最初の二週間の週末に

は、自分の薦める製品や自分

の心に響いた起業家の言葉に

関するポスターを作成する課

題が出され、それを次の週にプレゼンした。週に 1 回ほど単語の意味を調べる課題が出さ

れ、次の授業で単語テストを行った。最後の一週間では、起業するにあたり大切なビジネ
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スモデルについて学んだ。最終課題で 3 人の小さいグループに振り分けられ、新しい取り

組みをする会社を発案した。その会社のビジネスモデルや会社名、キャッチコピーなどを

考え、ポスターを作り発表した。土曜日の授業は上図のようなタイムラインで行われた。 

 ”Listening and Pronunciation”の授業は毎週火曜日と木曜日の週 2回 10:00-12:00 に

行われた。’r’と‘l’の発音の違いなどの説明を聞いた後、先生に発音を聞いてもらっ

た。発音がうまくできない時は、一人ひとりの発音を聞いてアドバイスをくれた。最終的

には受講者全員が発音できるようになっていた。他にも’3/4’や‘10^2’の読み方を教

わった。言葉単位での細かい発音方法を学んだ後は、文章単位での読み方を学んだ。文章

を構成している言葉の中でもどの部分を強調して読むのか、文章中のどこで切って読むと

相手に伝わりやすいかを学んだ。また、2 回テストが実施され、そのテストでこれまで学

んできた発音方法、読むときの注意点などの確認を行った。そのテストの中には単なリス

ニングテストもあった。 

  ”Hot Topic in Science and Technology”の授業は毎週水曜日と金曜日の週 2回 10:00-

12:00 に行われた。毎週 1 つの最新の科学に関する話題について学び議論するというない

ようだった。毎週の話題は我々生徒で決めた。私たちのグループでは「介護ロボット」

「昆虫食」「水素エネルギー」「自動運転車」の 4 つの話題を毎週一つずつ取り上げた。水

曜日にその話題について学び、金曜日に議論した。議論の中では role play 形式でそれら

の技術において損害関係のある人々を代表者が演じ、その人に質問したり議論したりする

という機会もあった。 

 

③現地学生とのオンライン交流について 

  現地の学生との交流は毎週土曜日の 10:30-11:20 に行われた。10 人ほどのグループに

分かれ、現地の大学と日本の大学の違いや、好きな色なりたい動物など幅広いジャンルの

お話をした。 

 

④同プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

  今回オンライン短期留学のプログラムに参加して学んだことは、やはり勇気を出して

積極的に行動することの大切さである。恥ずかしがって何も行動しなくては何も変わらな

かった。積極的に行動することで他の人に意見を聞けたり、自身の意見を共有したりする

ことができる。またその人と仲良くなることもできる。いつになっても人との繋がりは大

切だと思う。これからも言語が違っても積極的に行動し人との関わりを増やしていきたい。

また、もう 1 つ学んだことは新しい知識を得るだけで満足せずその意見に関して自分は賛

成するのか反対するのか、自分の意見を持つことだ。人の意見を聞いてなるほどと思うだ

けでは、何も生まれない。その意見を自分に当てはめ、考え、意見を持ち、発することが

かなり重要だと学んだ。これから社会人になっても、自分の意見を持ち、共有できるよう
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に考えることをやめないように努めたい。 

 

⑤最後に（桜蔭会に奨学金に関しての感謝を述べる） 

  今回の短期オンライン留学は総じて見ても、自分の人生に大きく影響したように思いま

す。今回の短期オンライン留学という貴重な経験に援助をしてくださった皆様にお礼申し

上げます。また奨学金の支援を頂きまして、誠にありがとうございました。今後、この経

験を活かし、一層努力の行っていこうと思います。 
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マギル大学（カナダ） 
 

研修期間：2021 年 2 月 7 日～2 月 25 日（3 週間） 

参加費：$1,750 CAD 

参加方法：オンライン 

研修内容：英語研修 
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4 マギル大学 Online program オリエンテーション時配布 
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マギル大学オンライン研修の内容と得た学びについて 

 

文教育学部 言語文化学科 

1年 神田 紗希 

 

事前に準備したこと 

研修に参加することは早い段階から考えていたので、大学の授業で ACT のように英会話

の機会が多いものを積極的に履修し、外国の大学とのオンライン交流会などにも参加して

少しずつ英語で話すことに慣れ英会話への恐怖心をなくしていった。研修直前には、大学

受験時に使用していた単語帳を使って日常生活で使う頻度の高い英単語を中心に覚えた。

以前は英文読解のために日本語部分を隠して意味を覚えることが多かったが、今回は会話

の中で自然に英単語が出てくるようにする必要があったため単語を隠して覚えたり、正し

い発音を確認したりした。また英語が得意な友達に協力してもらい、今日あったできごと

などを英語で話す練習もした。これらは研修の事前準備として有意義であったが、研修を

受けてみてからは、単語だけでなく熟語やフレーズを覚えることがより自然な会話に繋が

るだろうという新たな見通しも持てるようになった。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について 

先生方がみな学生に親身に向き合ってくださり、授業中も間違えてよい、話し続けるこ

とが大事だという空気感が常にあったので積極的に発言することができた。授業中の発言

だけでなく宿題に対してのフィードバックでも、まずよかったところをたくさん褒めてく

ださり、そのうえで改善点をやさしく丁寧に指摘してくださったので、モチベーションを

高く維持することができた。文法的に正しく話すことも大切だが、まずは話してみる、言

い方を工夫して伝わるように努力するということの重要さを再確認できたと感じる。また

学生の学習意欲が非常に高く、たとえ日本人同士のブレイクアウトルームやメールのやり

取りでも一度も日本語を使うことがなかった。英語でプレゼンテーションをする、身近な

トピックについてクラスメイトと話し合う、など授業の内容としては大学における英語の

授業と近いものも多かったが、大学ではなかなか会話が続かなかったり困って日本語で話

し出す学生がいたりして長時間英語だけを使用する機会があまりなかったため、この研修

に参加できた意義は大きかったと思う。さらに学生の中には日本だけでなく中国の学生も

数人おり、カナダの文化や料理、自然などを他国と比較する際により客観的な視点を取り

入れることができたように思う。週に一回の発音クリニックでは英語特有の発音をわかり

やすく教えていただき、あやふやに話していたところも少しネイティブの発音を意識して

話せるようになったと感じる。 

 ほとんど毎日宿題があったが、思っていたほど量は多くなく、内容もその日の授業に関
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連することを自由に話すなど楽しみながら行えるものが多かったため負担にはならなかっ

た。宿題の他にも、授業や現地学生との交流の中で出てきた知らない表現をメモし、授業

後に見返して意味を調べたり覚えたりして、次の日の授業で実際に使用してみるというサ

イクルをつくっていた。これにより、相槌の打ち方や同意の仕方、相手を気遣うちょっと

した声掛けなど、単語帳や参考書で学ぶことが難しいリアルなコミュニケーションの語彙

が増えたのでよかったと思う。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

毎朝現地の学生と会話練習をする時間があり、趣味や最近あったできごとについて雑談

するほかに、頭文字が同じ英単語を思い浮かべるゲーム、ヒントをもとに英単語を推測す

るゲームなどさまざまなゲームをし、動物の名前や家具の名前など、授業中にはあまり出

てこないが日常生活ではよく使うような単語を楽しみながら学ぶことができた。移民の多

いケベック州にある大学とあってカナダ以外を祖国、英語以外を母語にもつ学生も多く、

異文化に触れそれぞれを比較するよい体験になったと感じる。週に一回のバーチャルホー

ムステイでは、「あまりの寒さにスマホがフリーズし充電できなくなった」などの細かく

てリアルな暮らしぶりを知ることができたほか、日本の食べ物や行事についてホストファ

ミリーにプレゼンする準備をしたことで日本文化についても改めて見つめ直すことができ

た。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

授業内でプレゼンの準備をして発表する活動があり、効果的な話し方やスライドの作り

方、他人のプレゼンの聞き方などを学ぶことができた。また授業外での先生や学生とのメ

ールのやり取りでは、日本語のように敬語や敬称といった考え方がない中でどのような言

葉づかいが適切なのかを知ることができた。他にも、自分と異なる文化や歴史背景をもつ

人々とどのように付き合っていくといいのかが、参加前より実感をもって掴めるようにな

ったと思う。これらのスキルは英語を使うキャリアに限らずさまざまな場面で活かすこと

ができると思うので、今後も英語の授業やプログラムに積極的に参加しより磨きをかけて

いきたい。 

 

最後に 

海外渡航歴がなく英会話に慣れていない自分が参加して授業に置いていかれないか、ク

ラスメイトに迷惑をかけないか、など不安要素が多く初めは研修への参加を躊躇っていた

が、参加して本当によかったと感じている。たとえ会話の最中に適切な表現が浮かばなく

ても、言い方を柔軟に変えてみる、身振り手振りを使うなど伝える方法はいくらでもある

とわかった。まず初めは英語が話せるかどうかというよりも英語を話したいかどうか、伝
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えようとする意思があるかどうかが一番重要なのだと思う。もちろんより自然な英語を身

に着けるには語彙や発音を強化していく必要があるが、参加してみて改めて自分には何が

足りないか、どのように身に着ければいいかという見通しが立ち、まずは参加してみると

いう態度が次のステップへと繋がったように感じる。参加前に背中を押してくれた家族や

友人、共に参加したクラスメイト、親身に関わってくださった現地の先生や学生たち、ホ

ストファミリーらに心から感謝を表したい。 
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カナダ/マギル大学での ECCAプログラムを終えて 

 

文教育学部 人文科学科 

1年 安藤 承子 

 

①事前に準備したこと 

自分の英語力に自信が無かったため、英会話の体験レッスンを 2回ほど受講し免疫を付

けました。また、実力試しとして研修前に TOEICも受験しました。それでも不安は拭いき

れませんでしたが、特別な事はし過ぎないようにと生活していました。 

その他事務的な準備としては、個人でのプログラムの申し込みや、クラス分けテストの

受験、お茶大で言うところの”Moodle”を使えるようにするため、多岐にわたって情報入

力をしました。当然の話なのですが全て英語での手続きだったため、かなり慎重になりな

がら、そして何度もタイムアウトになりながらも、何とか準備を進めていったことを記憶

しています。 

 

②マギル大学 ECCAプログラムについて 

 ECCA プログラムは週 5日×3週間のプログラムになっていました。リスニング・スピー

キング・発音に重点を置いており、これまで英語を頻繁に使う機会が無かった方でも、安

心して受講できる内容です。もちろん、授業中は積極的な発言が求められる上に、プログ

ラム期間中はスピーキング・リスニングの課題が毎日提示されるため、正しい英語を身に

つけたいと考えている方にもおすすめしたいです。 

 ここからは、より具体的に私が過ごした 3週間を記載できればと思います。まず、基本

的な 1日のスケジュールについては、図 1をご覧下さい。 

 

私の 1日は、現地学生 1人とプロ

グラム受講者 3～4人で行われる

Conversation Partner Time から始

まりました。こちらは③でより具体

的に触れたいと思います。その後

Classがあり、カナダの動物、食文

化、言語について学びます。少人数

のブレイクアウトルームで他の受講

者とディスカッションをしたり、共

に課題に取り組みワークシートを完成させたり等、主体的な活動が多かったことが印象的

です。Class が終わると、Self-Paced Activities の時間が 2時間設けられています。こ

※図 1 
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れは自主的に勉強に取り組む時間を確保できるように示されているのですが、実際に取り

組むと英語の勉強がとても楽しく、2時間では足りないほどの充実度でした。 

 

③現地学生とのオンライン交流について 

 先述したように、マギル大学の学生とは毎日交流することが出来ます。ZOOM だからこそ

出来るオンラインゲームをしたり、オリンピックについてのディスカッションをしたり

（北京オリンピック期間中だったため）、現地の学生がモントリオールを案内してくれた

り等、充実した時間を過ごす事が出来ました。現地学生との会話では、同年代のネイティ

ブが実際に使っている語彙や表現を知ることが出来るため、より実用的な英語に触れる事

が出来ました。 

 

④今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 英語で展開される授業の履修を進めつつ、今後は他言語の習得にも努めたいと考えてい

ます。お茶の水女子大学では授業以外でも、語学に関するサポートが充実していると感じ

ているため、そうした機会を存分に活用していきたいと思います。最終的には、仕事上で

様々な言語を運用できるように、これからも語学を含め勉学に励みたい所存です。 

 

⑤最後に 

 新型コロナウイルスの影響が引き続き懸念される世の中ですが、現地に赴かなくとも、

自分の行動次第で現地留学相当の経験をすることが出来ることに気づかされました。も

し、留学を断念せざるを得ないと考えている方がいるのならば、是非一度、オンライン留

学を検討してみて下さることを強くおすすめしたいと思います。 

 最後になりますが、奨学生として留学が出来るように支えて下さった後援会の皆様、国

際教育センターの皆様、ECCA プログラムの運営チームであるマギル大学の関係者の皆様、

そして私の留学を後押ししてくれた両親に感謝の意を示し、今回の報告書を締めたいと思

います。本当にありがとうございました。 
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The Importance of Having Interest 

  

生活科学部 人間生活学科 

        ２年 三原 凜子 

  

事前に準備したこと 

 マギル大学から送られてくるメールをチェックしてシステム環境を整えたり、事前研修

をうけて目標を設定したりした。自己学習としては TEDを聞いたり、自己紹介の簡単な英

文を考えたりした。 

  

オンライン国際交流プログラム内容について 

私が参加したマギル大学の ECCA プログラムは Conversation Partner Time、Class、

Pronunciation Clinic、Virtual Homestay の大きく４つの活動に分かれていた。

Conversation Partner Time については次の項目で詳細に述べることとする。Class では

カナダに生息している動物やモントリオールの食事について学んだ。ビデオを視聴した後

問題に答えたり、テーマについて話し合ったり、グループに分かれてプレゼンテーション

をしたりすることでカナダ、モントリオールについての理解が深まった。また、Class で

は計２回、ゲストスピーカーから異文化交流についての興味深いスピーチを聞くことがで

きた。英語力に関しては、担当講師から提示された Listening Structureと Discussion 

Structureを参考にして英語の長い文章を聞き取り、英語で話し合うスキルを伸ばすこと

ができた。他の参加者と話し合う機会も多く、コミュニケーションのいい練習になった。

Classの後は毎回課題が出され、与えられたトピックについて 2分間スピーチを行った。

英語で話し続けることは難しかったが、自分の声を録音して聞き直すことで自分の英語力

を客観的に分析でき、スピーキング力を鍛えることができた。完全な自学習とは異なりフ

ィードバックがあったことも励みになった。週に一度の Pronunciation Clinicでは英語

を話す上で大切なアクセントや音節を主に練習した。英語版俳句を作ることで、それぞれ

の単語が持つ音節の数やアクセントの位置を楽しく学ぶことができた。Virtual Homestay

ではルームツアーや家庭料理のレシピを通してカナダの家庭と生活を見ることができた。

また、日本文化をホストファミリーに紹介することで、英語で日本文化を発信する練習も

することができた。 

  

現地学生とのオンライン交流について 

 毎日 1時間、Classの前に Conversation Partner Timeが設けられており、ゲームや会

話を通して互いの文化や好きなことを紹介しあった。私の Conversation Partnerは写真

が趣味で、自分で撮った写真を見せながら、モントリオールやカナダの街並みやアートに
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ついて紹介してくれた。この Conversation Partner Timeでは互いのことを知るのはもち

ろん、より日常的な英会話を体験することができた。例えば Awesomeという単語だった

り、Let me〜.や I prefer〜.といった表現だったりを会話の中で何度も聞くことで、どう

いう場合に使える表現なのか感覚的に理解することが出来た。学問的な Discussionとは

異なり日常会話がほとんどだったので、一緒に会話を楽しむためのユーモアある受け答え

や表現方法が自然と身についた。週に一回 Conversation Partner Timeでは Virtual 

Outing in Montreal という企画が行われ、現地学生がマギル大学やモントリオールをリア

ルタイムで案内してくれた。地図や写真だけでは伝わりづらい道路の状況や天候を自分が

散歩しているかのように見ることができたのは新鮮で楽しかった。 

  

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 この ECCA プログラムを通して得た最大の知見は、「異文化交流において最も重要なこと

は関心を持つこと」である。今回 ECCAプログラムで私の拙い英語を真剣に聞いてくれた

講師やホストファミリー、クラスメイト全員が私に興味関心を持ってくれていることが伝

わってきて、とても嬉しかった。また、ゲストスピーカーから障害者に対する差別や言語

学習に関するスピーチを聞いて、無関心こそが問題なのだと考えた。アンコンシャスバイ

アスやステレオタイプに振り回されないためには、関心を持って質問してみること、会話

してみることが大切だ。そしてそれはいかなる場合でも役に立つと思う。というのも異文

化交流というのは国の違いだけでなく、性別、能力、バックグラウンドが異なる全ての

人、つまり自分以外の人全員との交流のことを指すと考えるからだ。今後の大学生活やキ

ャリアにおいて、相手や社会に対して無関心になっていないか気をつけながら交流してい

きたい。 

  

最後に（感想） 

 英語力を伸ばすため海外交流プログラムに挑戦したいと思っていた時、ECCA プログラム

を見つけた。受講することを決めたのは、関心がある生活文化に関するテーマが多く扱わ

れていてとっつきやすいと思ったからだった。いざプログラムが始まると英語力の向上と

いう目的はほとんど忘れていて、ただ「もっと知りたい」という気持ちだけだった。カナ

ダについて、モントリオールについて、マギル大学について、クラスメイトについて、ホ

ストファミリーについて、パートナーについて知りたいという気持ちが日に日に強くなっ

ていくのを感じた。そして英語というのはコミュニケーション手段の一つで、目的は相手

のことをもっと深く知ることなのだと気づいた。相手のことを知りたいという願望が英語

力を向上させるのであって、無関心なまま英語を勉強してもあまり意味がないということ

に気づくことが出来た。素晴らしい仲間と貴重な時間を過ごせたことをとても嬉しく思

う。この機会を与えてくれた人たちに感謝の気持ちでいっぱいだ。いつかモントリオール
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に遊びに行けることを楽しみにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 
 

マギル大学のオンライン留学プログラムに参加して 

 

文教育学部 言語文化学科  

2年 三原 璃子 

 

事前に準備したこと 

私がマギル大学のオンライン留学プログラムに参加するにあたって準備したことは、主に 

2つあります。1つ目が、カナダに関する本を読むことです。私がこのプログラムに参加し

ようと思った理由の 1 つは、カナダの多文化主義の社会や、それを可能にしている教育に

ついて学びたいということでした。オンライン留学ではそれらについて、ある程度の事前

知識がある状態で参加したいと思い、このような準備を行いました。その結果として、こ

のプログラムをただの語学研修ではなく、カナダの文化について学ぶ場としても活用でき

たと思います。本に書いてあるような内容を実際に映像で見たり、現地の方々から話を聞

いたりすることで、さらに学びを深めることができました。 

2 つ目が、自分の英語力を磨くことです。私は以前まで自分の英語に自信がなく、プログ

ラムの授業についていけるか不安でした。そのため、オンライン英会話や英語でニュース

を見ることなどを通じて、プログラムに備えました。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について 

マギル大学のオンライン留学プログラムは、Class、Conversation Partner Time、 

Virtual Outing in Montreal、My Virtual Homestay、Self-Paced Activities の 5つのパ

ートに分かれていました。Class では、先生 1人対生徒 20人ほどで、リスニングやライテ

ィング、スピーキングの授業を行います。生徒の人数は多いですが、ブレイクアウトルー

ムで英語で議論をしたりプレゼンをしたりするので、英語を話すことができる機会が豊富

にありました。Conversation Partner Time では、マギル大学の学生 1人と生徒 5人ほど

でグループになって、ゲームなどさまざまなことを行います。これについては、「現地学

生とのオンライン交流について」の部分で詳しく記述します。Virtual Outing in 

Montrealでは、マギル大学のキャンパス内や Mount Royal、Old Montreal などをマギル大

学の学生がバーチャルツアーしてくださいました。My Virtual Homestay では、自分の興

味や性格などに合わせてカナダに住んでいるホームステイファミリーとマッチングされ、

そのファミリーと週に一度、Zoom 上でさまざまなアクティビティを行います。Zoom 以外

の時間も SNS を通じて交流をすることができます。ここでカナダの文化について、たくさ

ん知ることができました。今もこの交流は続いており、それぞれの文化を紹介しあったり

するのがとても楽しいです。Self-Paced Activities では、主に Class の時間に出される

課題を行います。プレゼンの準備をしたり、Speaking Journal を録音したり、というのが
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主な課題でした。所要時間としては、長い時で 1時間半、短いときで 20分ほどでした。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

上記のように、Conversation Partner Time で現地学生と交流を行います。Kahoot!や 

Taboo のような英語を使ったオンラインゲームをしたり、モントリオールで有名な朝食で

あるベーグルサンドを作って一緒に食べたりといったアクティビティをしました。英語を

勉強としてではなく、日常の場面の一つとして使うという意味で、新鮮でした。しかし、

マギル大学の学生に対して参加生徒が多いこともあり、あまり交流を深めることはできな

かったことが残念でした。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

このプログラムで得たことはたくさんありますが、特に成長したと感じることは、英語を

話すということそのものを、目的としてではなく、コミュニケーションの手段として見ら

れるようになったということです。以前までは、英語で話すというよりも英語の文法や 発

音を学ぶ機会が多かったせいか、英語を上手に話さなければならない、といった意識が 自

分の中にありました。しかし、このプログラムでは英語を使ってゲームをしたり、文化を

紹介したり、他の生徒と意見交換をしたりする機会がとても多かったです。そのため、 な

んとか自分の意見を伝えよう、という意識で英語を「使う」ことができました。コミュ ニ

ケーションが成功する度に、自分の英語に自信が持てるようになったと思います。また、

英語を使って意見交換をすることの楽しさも感じることができました。 

このような経験を通じて、もっと自分の英語を上達させて、色々な内容を話せるようにな

りたい、と強く感じるようになりました。大学在学中に長期留学に行こうと考えています

が、今回感じることができた英語を学ぶことの楽しさをバネに、これからも英語学習を進

めていきたいと思います。 

 

最後に（感想） 

マギル大学のプログラムは 3 週間ということで、最初はやり切ることができるか不安でし

た。しかし、内容がとても充実していたことに加えて、周りの生徒が皆意欲的であったこ

と、自分の成長を感じることができる機会が多かったことなどから、あっという間に終わ

ってしまいました。このプログラムを通じて得たことを今後、必ず生かしていきます。 

 

以上 
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マギル大学 ECCAプログラムに参加して  

 

生活科学部 人間生活学科 

  1年 山﨑 菜乃香 

 

事前に準備したこと 

英語を話す場だからといって、プレッシャーに感じすぎるとつらくなると考えたため、

特別なことはあまりしませんでした。BBC のアプリで、英語で記事を読んだり、大学の英

語の授業で動画を見たり文章を読んだりするときに、単語を調べ過ぎずに、何となく理解

するということを意識するようにしていました。プログラム中は、先生の指示や話を理解

しなくてはいけないため、全体的にどのようなことを言っていたかを把握することに、役

立ったと思います。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

午前中は、8時から 11時 15分まで、3コマの授業があり、午後は、自分のペースで宿題

をするプログラムでした。1 コマ目では、マギル大学に通う学生とプログラム参加者がグ

ループになって、話したり、ゲームをしたり、また、モントリオールの街中をリアルタイ

ムで見せてくれたりしました。 

2，3 コマ目では、英語を外国語として学ぶ生徒に教えることを専門とされている、マギ

ル大学の先生が授業をしてくださいました。カナダの動物や食べ物、名所、カナダの英語

教育について学びながら、クラスメイトと意見交換をしたり、互いに教えあったりして、

常に英語で話す機会がありました。考えを共有したり、一緒に課題をやったりすることが

多かったので、クラスメイトをすぐに覚え、ブレイクアウトルームに移動になっても、気

まずくなることなく、スムーズにできました。また、やるべきことが終わっても、それに

関連する話題を話すなど、クラスメイトが、積極的に英語を使っていたということにとて

も良い影響を受けました。私は、普段自分から話し始めることが苦手だったうえに、うま

く英語で話したいことが言えなかったのですが、クラスメイトのおかげで、積極的に質問

したり、相づちを打ったりできるようになり、スピーキングへの抵抗感を減らせました。 

 プログラム中には、2回、ゲストの方を招いてのお話を伺う機会がありました。1回目は、

元パラリンピアンの方で、2 回目は、21 の言語を話せる大学院生の方でした。英語を母語

としない生徒へ話すことに慣れている先生方と違い、聞き取りにくい所もありましたが、

明るく情熱を持った方々で、楽しく聞くことができました。特に、大学院生の方からは、

同じ言語を学ぶ者として、彼の情熱に心を動かされ、いろいろな言語と、文化について知

ることの面白さに改めて気づかされました。講演に先立ち、授業で講師の方や、その方の

お話に関連することについて学んだり、講演後には、お話の内容を振り返り、感想を共有
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したりする機会があったので、きちんと、英語で、学ぶ良い機会になったと思います。 

 さらに、このプログラムの特徴と言えるのが、バーチャルホームステイです。生徒 3 人

に対して、現地に住む 1家族がつき、週 1回で計 3回、それぞれ 1時間ずつ交流しました。

毎回、運営側によってテーマが定められ、初回は自分のことや家族、家のなかの紹介で、

次はその国の料理を作って見せ、最後は、それぞれの国の面白いことを教えあいました。

2 回目では、どら焼きを紹介したのですが、とても興味を持って聞いてくれたので、とて

もうれしく感じました。私のホストファミリーは、夫婦の子どもたちのほかに、留学生が

二人、実際にホームステイをしていたため、とても賑やかで、オンラインでつながってい

るのだということを時々忘れるくらい、暖かい雰囲気に包まれて楽しく過ごせました。ま

た、アプリを使って、積極的に写真を送りあったり、その日にやったことを共有しあった

りすることで、カナダに行けたような気持ちになりました。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

毎朝 8 時から 1 時間ある、交流の時間と、バーチャルツアーは、現地学生によって運営

されていたので、現地学生と話す機会は十分に用意されていました。週 4 日の交流の時間

では、1 人と、私を含め生徒 5 人のグループでの交流がメインでした。オンラインとはい

え、毎朝 8 時から英語で話すのは大変にも思いましたが、現地学生とのおしゃべりはとて

も楽しかったので、全く苦に感じることなく、その日のプログラムを始められました。 

 オンラインでもできるゲームで遊んだり、現地学生が用意してくれた質問を答えたりし

ました。回答するなかで、互いに好きなことを知ったり、互いの国の文化の違いや同じと

ころに気がついたりしたので、自然な形で、文化の交流ができたと思います。毎回同じメ

ンバーなので、カナダの大学に通う学生としてではなく、その人自身のことを知るうちに、

彼女や、モントリオールの人々がどのような考え方をしているのか、そこでの常識がどの

ようなものであるのかを感じることができた気がします。例えば、モントリオールは、多

文化で有名であるということは聞いていましたが、同じグループの学生が、大学でカナダ

に来たというように、自分のルーツを話すことがモントリオールでは普通だと聞いて、本

当にいろいろな人がいる場所なのだと実感しました。 

 Virtual Outing では、マギル大学内と、ロイヤル山、オールドモントリオールの街中を

現地学生が歩きながら、説明してくれました。こちらの朝は、モントリオールでは夜なの

で、見にくいこともありましたが、標識や信号、人々や街並みの感じまで見ることができ

たので、気がつけば画面にのめりこみ、気がついたときには、今日本にいて朝だという事

実に少しがっかりするほどでした。同世代の学生がここまでやってくれているということ

に驚き、私も、日本語を学ぶ学生との交流に興味を持つようになりました。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 
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大学生活では、オンライン授業が長く続き、他の学生との積極的に交流することの楽し

さや、授業へ積極的に参加する態度を失いかけていたのですが、今回のプログラムで、自

分からどんどん発言していくことの楽しさと、充実さを改めて、思い知ることができまし

た。そのため、もともと人と話すのが得意ではありませんが、英語で話す場面に限らず、

積極的にいろいろな人と関わり、話しかけようと思います。 

  

最後に（感想） 

普通に英語が話せるようになりたいという、子どものころからの強い思いがありながら

も、もともとの内向的で、日本語でも人と話すことが苦手な性格で、うまく話せませんで

したが、マギル大学の研修で、3 週間、積極的に英語を話せたことを嬉しく思います。英

語で話すことに抵抗感がなくなった今、日ごろから英語で物事を考えたり、英語でニュー

スを読んだりして、英語が特別なものではなく、コミュニケーション手段の一つとなれる

よう、努力していきます。 

最後になりましたが、今回の研修を紹介して下さり、支えてくださった先生方に感謝い

たします。また、このプログラムの参加は、お茶の水女子大学後援会による奨学金によっ

て、実現することができました。この場をお借りして、感謝いたします。本当にありがと

うございました。 

 

以上 
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トムスク国立教育大学（ロシア） 
 

研修期間：2022 年 2 月 17 日～3 月 5 日(2 週間) 

参加費：10,000 ルーブル（約 16,000 円） 

参加方法：オンライン 

研修内容：ロシア語・ロシア文化研修・現地学生との交流 
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トムスク国立教育大学のロシア語研修を通して学んだこと 

 

文教育学部 言語文化学科 

  ２年 田茂山 史恵 

 

事前に準備したこと 

 事前にロシアの歴史・文化について１冊にまとまっている本を読む、ロシア語のテキス

トを買ってキリル文字を覚える、YouTube でロシア関連の動画をみるなどをしていました。 

 また、国際教育センターと、語学カフェのロシア語担当の方のご好意で、語学カフェの

方々とキリル文字を覚えて発音する練習を昼休みの時間に 2 回ほど設けていただきました。

大学の授業などでロシア語をそれまでに習ったことがなく、参加するのが不安だったため、

語学カフェの方々と練習する機会を得られて、本当に助かりました。ありがとうございま

した。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 トムスク国立教育大学の提供するプログラムに参加しました。キリル文字さえ覚えてく

れば、あとはロシア語を初歩的な内容から英語で教える、という内容で、「英語で教えて

もらえるから、英語を聞く練習にもなり、新しい言語も学ぶことができる」ということに

魅力を感じました。ロシアを全く学んだことがなかったのですが、ドストエフスキーが好

きで元からロシアに興味を持っていたこともあり、参加を決めました。 

 実際にプログラムに参加すると、約二週間にわたって、ほとんど毎日、二時間の語学の

レッスンの時間と、一時間のロシア文化に関するプレゼン講座が開催されていました。二

時間の語学レッスンではキリル文字の発音の確認から、単語、「これは〇〇である」とい

った簡単な文章を作る練習、男性・中性・女性の名詞や動詞などの使い分けについて学び

ました。単なる語学学習だけでなく、一時間のロシア文化に関するプレゼン講座では、ロ

シアの伝統的な食べ物や楽器、祭りなどの文化について教えていただきました。当初思っ

ていた以上にロシアの文化についても知ることができ、興味深い体験をさせていただきま

した。 

 コロナ禍以前は実際にトムスク国立教育大学の寮に泊まって、街に出かける、といった

体験ができていたようで、オンラインとなってしまったことでそういった体験はできなか

ったことは残念に思います。しかし、その代替として Zoom を繋いだ状態で街を歩いて中継

する、といった企画が三度あり、そのうち二回をリアルタイムで参加させていただきまし

た。そういった「ロシアについてもっと知ってもらいたい」という純然たるご好意に基づ

いた工夫をしていただき、充実したプログラムを受講させていただきました。一面の雪景

色の中で防寒に優れた服を着て道にちらほら現れる人の様子や、歴史を感じる街並み、陳
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列の仕方や値札の表記が日本と異なる市場、カフェなど面白いものだらけでした。感染状

況や国際情勢などが落ち着いたらぜひトムスクへ行きたいと思います。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 現地学生との交流は心残りのある部分です。バディ制度があり、バディと話をする機会

はあったのですが、お互いの自己紹介、専攻の話や私がロシアに関心を持った理由を話す

のみで会話が終わってしまい、うまく盛り上がることができず、コミュニケーションの難

しさを感じました。他の受講生と比較して自身はロシア語の積み重ねがなく、授業の復習

をやらなくては、とバディにこちらから話しかける心の余裕がなくなってしまっていた部

分もあるかもしれません。しかし、せっかくの貴重な機会だったので、もっと自分からバ

ディに話しかけるべきだったと後悔しています。 

 また、現地の小学生との交流もあったのですが、簡単な挨拶と自己紹介程度しかロシア

語を話せず、自分の学びの至らなさを痛感しました。よく言語はツールに過ぎない、とい

うので、言語をマスターしても円滑なコミュニケーションが行えるかは別問題ではあるの

ですが、そのツール自体の習熟度があまりにも未熟な状態だと伝えられないもどかしさも

ある、ということを学びました。よく考えてみると、挨拶と簡単な自己紹介程度しか話せ

ない状況でその言語を母語としているかたと話したことは今までになかったかもしれませ

ん。現地の大学生バディとの交流も、小学生との交流もうまくいったとは思っていないの

ですが、これもまた学びになりました。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 プログラムを通して、日常の中で知ったつもりになってしまっていたこと、無意識のう

ちにこうだろう、と思ってしまっていることがあることに気付かされました。ロシアにつ

いてはニュースでよく見かけますし、世界史でもよく登場する国です。しかし、そういっ

た歴史的・政治的な動きを知っている＝ロシアを知っている、と認識してしまうことは恐

ろしいと感じます。外国の人だったら英語くらいは知っていて当たり前、サイトには英語

対応はきっとされているはずだ、ロシアの文化もそんなに知らないことはないだろう、と

思ってしまっていたのですが、それらの思い込みがひっくり返されたプログラムだったと

思います。「世界には自分の知らないことだらけ」という認識を持ってこれからも謙虚に

学び続ける姿勢を保ちたいと改めて思いました。 

 こういった価値観を今後の大学生活やキャリアに結びつけるのは難しいと感じますが、

ひとまずは大学在学中に国際交流のイベントや短期的な研修への参加を継続していきたい

と思っています。また、キャリアでは積極的に海外で就職したい、という強い思いや覚悟

はないのですが、就職先の転勤の都合で海外勤務になった際などの環境の変化に対して、

新たな発見や経験を得られる機会として肯定的に捉えて、学び続けることができれば理想
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的だと感じています。 

 

最後に（感想） 

 今回、ロシアによるウクライナの侵攻が起こってしまったのもあって、時勢的にも貴重

な経験をさせていただきました。キリル文字が読めるようになったことで、デモの看板の

文字も読めるようになり、よりこの状況に対して心の距離感が近い状態で日々のニュース

に接しています。ただの一大学生に過ぎない自分にできることは少ないけれども、自分に

できることはないか、どうすればいいのか、日々考え続けたいと思います。今回のプログ

ラムを通して、自身が知らず知らずのうちに「知っている」と思い込んでいることがある

ことを発見でき、知らなかった文化をたくさん知ることができました。今後も国際交流に

積極的に参加したいという思いも新たに強くしました。 

 

 

以上 
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トムスク国立教育大学オンライン留学の成果 

 

 文教育学部 言語文化学科 

  ３年 岡本 飛鳥 

 

事前に準備したこと 

聴き取りに慣れておこうとリスニング教材を取り出し、基礎のロシア語発音を復習しま

した。しかし、新たに教わるロシア語に関しては発音の練習をしながら丁寧に教えてくだ

さったので、私の場合予習はあまり活きませんでした。むしろ、講義は英語で行われるの

で英語の聴き取りを見直した方がよかったと感じました。また、今回私は申込締め切り延

長後に参加を決めたため、直前まで心の準備が出来ていませんでした。私は国や言語の種

類にこだわりはなく（当時ロシア語を履修していたというのが一番の理由）、具体的な目

的・目標に落とし込むことが難しかったです。ですが、どうにかして自分の世界を広げる

手がかりが欲しいと思って参加を決めたという初心を思い出して留学に臨みました。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 語学は、大学の講義で習った範囲とほぼ同じでしたが、授業の方法は大きく異なりまし

た。私は以前から単語の男性/女性/中性詞やそれに伴う格変化などが覚えられず苦手意識

を感じていましたが、その意識を克服できるほど、ロシア語ならではの難解な特徴に対し

ての理解が深まりました。また、ロシアの有名な都市、行事、料理などについての単語を

学ぶと同時に、文化についても学びました。一番印象的だったのは、ロシアの手遊びで

す。私は今まで外国の手遊びを知る機会が今までなかったので、とても新鮮な気持ちで学

ぶことができました。ロシアの手遊びは、日本の手遊びとはリズムの取り方や感情表現、

ストーリー性が違うと感じました。動画を見ながら手振りを覚えたのが面白かったです。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 ペアの方と Zoomで２，３回ほどやり取りをしました。留学が始まってすぐに国際的な

情勢に大きな変化があり、とても心配でしたが、いつでも大変親身に話していただいてい

ました。外国語でメールやチャットのやり取りをすることも初めてだったので、実践的な

交流方法として大変勉強になったと同時に、絵が好きという共通点を見つけて互いに自分

の絵を見せ合ったり、互いの国のカルチャーについて話したりすることができて楽しかっ

たです。私の聞き取り能力の低さによってなかなかコミュニケーションがうまくいかない

こともあり、ここでも共通言語としての英語力はもっと必要だと感じました。ただ、言葉

がわからなくてもどうにか伝えようとする積極的な姿勢や、わからなかったことをすぐに
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調べて次に生かすことなどによって、言葉の拙さを補うことも大切だとわかりました。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

私は来年度から大学４年生になるのですが、正直なところこれまでの大学生活では、大

学生としてあまり有意義に過ごせていませんでした。大学では自分が成長するためのさま

ざまなチャンスを用意していただいていたにもかかわらず、それらを全部スルーして過ご

していたからです。その反省から、今からでも在学中に自分をより良くするためのことを

したいと強く思っていました。オンライン留学プログラムを終え、何もかも初めての経験

に乗り出せたことへの達成感はありますが、それ以上に己のふがいなさを感じることが多

かったです。残り少ない大学生活になる予定ではありますが、オンライン留学を通して実

感した、人と積極的にかかわること、知らないことを知ろうとする意欲的な姿勢、そして

努力の大切さを、今後どのような道に進むとしても心に深く留め置いて生かしていきたい

と思います。また、ロシア語をさらに上達させ、オンラインではなく実際に海外に行ける

日が来た時に是非活かしたいと思っています。 

 

 

最後に（感想） 

お茶の水女子大学後援会様、奨学金申請を承認してくださりまして誠にありがとうござ

います。また、今回の留学に際し幾度も相談し、後押しをしていただいた長塚先生をはじ

め、ご支援をいただきましたすべての方々に心からの御礼申し上げます。 

 

 

以上 
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トムスク国立教育大学 オンライン短期研修を終えて 

 

 

文教育学部 言語文化学科 

  1年 佐野 果淑 

 

事前に準備したこと 

 本プログラムへの参加条件として、「キリル文字とその発音を覚えること」があり、ま

た、できる限りその筆記体も読めるようにとも伝えられていました。私は一年次に一年間、

ロシア語の授業を受け学習していたため、その復習を行うことで十分な準備となりました。

他に、挨拶の言葉や既に知っている単語はきちんと確認し、プログラム中に一単語だけで

もロシア語を発せられるように準備をしました。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 本プログラムは全て Zoom上で行われ、約 2週間、ロシア語の学習を中心としてトムスク

の街やロシアの文化等についても教わりました。 

 まず、ロシア語の学習は 1 日 2 時間の計 9 日間でした。キリル文字の発音を教わりなが

ら簡単な一文を学び、最終的には動詞の活用や過去形までの文法事項を身につけました。

ロシア語ネイティブの先生が英語でゆっくり丁寧に説明してくださり、学生に細かく確認

もしながら進めてくださったので、皆

が安心して学ぶことができました。特

に、実際に声に出してロシア語を発す

る機会が多かったのがとても自分のた

めになりました。授業で学んだことの

ほとんどを全員が一人ずつ声に出して

読んだり、学んだ文法を使い簡単なダ

イアログを作って発表したりという時

間がたくさんあったので、その都度自

分の発音を正して頂いたり、また褒めて頂いたりすることでとても力になり、自信につな

がる学習時間でした。最後にはテストがありましたが、授業の学習で十分な対策になるの

で、選択式だということもあり難しくはなかったです。 

 また、1日 1時間の計 5日間、ロシアの文化等を教わる時間もありました。プログラム期

間と被って開催されているお祭りや食べ物について教わるだけでなく、ロシアのポエムを

教わり実際に学生がそれを練習し、最終日に発表する経験もしました。 

 最終日は、ロシア語でプレゼンテーションを行いました。スライドに書く文字も自分が



41 
 
 

話す言葉もロシア語で、正直難しく感じていましたが、現地の学生の方々が添削してくだ

さったり発音を教えてくださったりしたことで、きちんとプレゼンテーションを成功させ

ることができました。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 バディの方とメール等でやり取りをしました。また、初日の自己紹介の時間に出会った

他の現地の学生とも、Telegram や Instagram を用いて交流することもできました。こちら

が気になるロシアのことを教えてくださったり、逆に日本のことを伝えたりする中で、今

後も連絡を取り合える繋がりができました。また、現地で日本語を学んでいる子どもたち

とも Zoomで交流をする機会もありました。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 現地の方のロシア語をたくさん聞き、自らも少しだけでも話せるようになり、そして相

手の言葉が聞き取れるようになったことはとても大きな意味があったと私は考えています。

完璧に話すことができなくても、単語だけでも知っていることで日本語や英語話者ではな

い他者に少なからず寄り添えるようになると私は思うのです。その点で、将来様々な人々

と関わっていく中で、一歩でも他者にあゆみよりながら考えることのできる自分をつくる

一つの経験に、このプログラムはなりました。私はその大切なロシア語の学習を今後も続

け、将来の自分まで繋げてゆきたいと思います。また、新たなことに積極的になることで

開ける世界も感じ取ることができました。学び始めたばかりで操ることはできない段階で

も、挨拶や返事だけでもロシア語で自ら発することで自分の自信につながるだけでなく、

ロシアの人々も、より高みを目指せる指導や反応をしてくれました。今後もその積極性を

意識し、より高みを目指し続ける人間になってゆきたいです。 

 

最後に（感想） 

 私はこのプログラムに、自らの言葉でロシア語話者との対話をできるようになりたいと

いう思いで参加しました。このプログラムを通して、その望みを少しでも叶えられるよう

になったと思いますし、更にその思いは強くなりました。オンラインでの研修に初めは不

安視していた面もありましたが、ロシア語スキルの向上もできたと実感しましたし、ロシ

アの好きなところも改めて感じることができました。トムスクという街はこれまであまり

知りませんでしたが、実際にリアルタイムで配信をして、歩いて木造建築が多いというこ

とを見せてくださったり、博物館に入って説明してくださったり、ロシアの料理を作る動

画を作って見せてくださったりなど、トムスクの人々はあたたかく、素敵な街なのだと実

感しました。オンラインでも十分な交流や街の見学等をできるようにと多くのことをして

くださった皆さんに感謝しています。今回学んだロシア語を更に身につけ、いつかトムス



42 
 
 

クにも赴きたいです。 

 

 

以上 
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チェンマイ大学（タイ） 
 

研修期間：2022 年 3 月 14 日～25 日(2 週間)  

参加費：約 25,000 円 

参加方法：オンライン 

研修内容：オンライン SDGs 英語短期研修プログラム・現地学生との交流 
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チェンマイ大学オンライン短期研修報告書  

 

文教育学部 言語文化学科 

 2年 児玉 瑞歩 

 

事前に準備したこと 

個人の事前目標としてタイ語でごく簡単な自己紹介を出来るように準備した。同様に英

語に関しても自己紹介の準備をした。短期研修のテーマである SDGsについてはこれまで

大学の授業で何度か学んだことがあったので、過去の学習を振り返るなどしていた。ま

た、事前準備の一環として授業スケジュールや提出物などのスケジュールを再確認した。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

2022年 3月 14日～25日に zoom を用いてオンライン上で研修が行われた。資料の共有

等には Microsoft Teamsを使用した。研修は SDGsのゴール 4に焦点を当てた計 20時間の

講義とディスカッション、また 5時間のグローバルカフェ（現地学生とのオンライン交

流）で構成されていた。講義とディスカッションは平日毎日、グローバルカフェは隔日開

催であった。学習内容についてだが、講義では SDGsのゴール４とそれに関連するタイの

状況について学んだ。講義形式ではあったものの、授業内で発言の機会が十分に与えられ

ていた。また、講義後のディスカッションでは SDGsのゴール 4に関連したテーマについ

て話し合った。ディスカッションではそして、講義パートとディスカッションパートの総

括として、それぞれ最終日にプレゼンテーションを行った。グローバルカフェは、3人程

度の少人数にブレイクアウトルームで分かれて交流をする形であった。グローバルカフェ

は講義やディスカッションのパートと異なり、話すトピックが幅広く与えられていた。ま

た、ブレイクアウトルームに分かれる前には、先生が映画やバラエティの短い動画を生徒

に共有し、その動画の中から会話に使えるフレーズを紹介してくれたため、それを活用し

ながら会話を進める形となった。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

今回のオンライン短期研修はお茶大生向けのコースであったため、現地学生とのオンラ

イン交流は隔日で開催されるグローバルカフェのみであった。グローバルカフェは 1回 1

時間行われ、お茶大生 2～3人に対して現地学生 1人という少人数での交流となった。時

間内でメンバーの入れ替えが無かったため、同じメンバーとしっかりと話す時間を取るこ

とが出来た。お茶大生も参加している現地学生も英語母語話者ではないため、英語でのコ

ミュニケーションは時折スムーズに行かないこともあったが、辞書や画像などを用いなが

らそのギャップを埋めた。このグローバルカフェを通してタイの学生と SNSで繋がること
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が出来て授業時間外にやり取りをすることもあったので、参加出来て良かったと感じる。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

今回のプログラムを終えて、学んだことがいくつかあり、それぞれの学びを今後の生活

やキャリアに生かすことが出来ると考える。まず講義パートからの学びだが、自分が想像

していた以上に教育が抱える問題は幅広いと学んだ。教育問題というと基礎教育を十分に

受けられない子どもや教員の問題ばかりが頭に浮かんでいたが、この講義を通して文化的

学習や高齢者などに対する生涯学習も重要な教育問題の一部であると学んだ。この学びが

直接今後の大学生活やキャリアに繋がるというよりは、この講義を通して自分の中に無意

識のうちに教育問題に対するステレオタイプなイメージがあると気づけたことが今後の生

活やキャリアに繋がると感じた。特に、私はタイへの長期留学を計画しているので、無意

識のうちに自分がステレオタイプなイメージを持っていることもあるということを忘れず

に生活したい。次にディスカッションパートからの学びであるが、話し合いを円滑に進め

るには自分の意見を単に言うだけではなく、自分の前後に発言してくれた人の内容を踏ま

えて話すと良いと学んだ。今回のディスカッションパートに限らず、英語でディスカッシ

ョンをしているとどうしても自分の意見を言うことで手一杯になってしまい、会話より一

方的な発言になりがちなのだが、前後に発言してくれた人の意見を踏まえると一方的にな

らず円滑にディスカッション出来ると感じた。これは英語でのディスカッションだけでな

く、今後の授業や社会人になってからの会議などでも生かしていきたい。 

 

最後に（感想） 

この短期研修に参加することで、自然と英語に触れる時間が増えたと感じる。また、オ

ンライン研修開始前に、自分で「毎授業につき一回は質問・発言をする」という目標を設

定していたが、これはおおむね達成できたと感じる。しかし、今回のオンライン短期研修

はお茶大生しか受講しておらず、授業内でも発言の機会が多く与えられていたため、自分

の積極性よりも環境のおかげで達成出来たと感じる。そのため、今後予定している長期留

学やその他の場面ではより自分の積極性を発揮できるようにしたい。 

 

以上 
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チェンマイ大学 短期オンライン研修を経て 

 

文教育学部 人文科学科 

1年 北口 紫穂 

 

事前に準備したこと 

 まず、事前に SDGs や日本の教育状況についての記事をネットや新聞で読んでおいた。

研修が始まる 2週間前から少しずつ始め、日本の教育に今どんな課題があるのか、SDGsの

性質や具体的な取り組みはどんなものなのか、最低限の情報を知ることができた。ただ、

読んだものは全て日本語で書かれたものだったので、英文の記事に触れておけば、講義で

使う語彙力の向上もはかれただろうと思った。 

また、研修先のタイについても、地理的な状況や国の制度など、基本的なことを調べて

おいた。それによって授業内容が理解しやすくなったと思う。 

 そして、語学力の面では、1月下旬に学内で行われた TOEFL ITPテストに参加し、モチ

ベーションアップと語彙力の向上をはかった。本研修では、リスニングとスピーキング力

が主に必要になると思っていたので、リーディングとリスニング力を鍛えるこのテストが

どれだけ準備になるか分からなかった。しかし、研修中インターネットで英文のページを

読んだり、講義のパワーポイントの資料を読んだりする機会があったので、結果的にはリ

ーディング能力も役に立った。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について 

 二週間の間、主に SDGs４ quality of educationについてのレクチャーと、そのレクチ

ャーの内容についてのディスカッション、そして隔日で現地の学生とグローバルカフェで

の交流をした。以下、それぞれの活動内容について報告する。 

①レクチャーについて 

SDGs４quality education とタイでの教育の課題・性質について学んだ。最終回には日

本の教育について関心のあるテーマを選び、プレゼンテーションを行った。タイと日本の

教育の差異や共通点を知り、自国の教育について改めて考えてみる貴重な機会となった。

文化的バックグラウンドや地理的状況など、総合的に他国と比較することで自国の課題や

特質が露わになることを知り、教育以外の分野でも研究の一つの方法として活用できそう

だと感じた。このように、SDGs4 についてだけではなく、学問への取り組み方についても

多くの学びを得ることができ、充実した 2週間となった。 

②ディスカッションについて 

 先生から与えられる問いに対し、学生同士で話し合い答えを出した。その答えについて

さらに問いを深め意見を出し合うという形式だったので、先生・学生方と相互にやりとり
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でき、参加しがいのあるディスカッションだった。お茶大生だけだったので、自分の意見

を非常に言いやすく、今までよりリラックスして、かつ積極的に発言できたと思う。様々

な国籍の人々がいる中で発言する前段階として、良い練習になったと思う。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 現地学生との交流の機会があったのは、前述の通り、隔日開催のグローバルカフェであ

る。カフェでの一日目に、ひとりの現地大学生と同じグループになった。他のお茶大生の

方と一緒に話しかけたのだが、返事が来るまでに時間がかかったり、返事がなかったりし

た。最初はマイクの不調だと思ったが、チャットの文面や様子から、彼女はあまり英語を

話せず、こちらの質問や会話を理解できていなかったのではないかと感じた。このとき、

普段英語の授業を受けているときと逆の立場になったと思った。私は、相手の問いかけが

理解できず、どう反応すればよいのか分からないとき、つい黙ってしまったり曖昧に相槌

を打ったりしてしまう。しかし、問いかけをする側からすれば、相手の反応がないので次

の行動が取れず、相手の答えをどう引き出せばよいのか分からないのだと気づいた。この

経験を通して、何を聞かれているのか分からなかったとき、どうすれば相手との言葉のや

りとりを続けられるのか、自分の行動を見直してみようと思った。逆に、自分が問いかけ

る側になった時、どうすれば問いかけを理解してもらえるのか、どうコミュニケーション

を続けるかを考えて、「伝わる英語」を目指して学習を進めようと改めて感じた。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 まず、今回気が付いた英語に関する学びは、今後の語学学習に生かしていきたい。自分

で英語を使い、言葉のキャッチボールができたという経験は、自分のモチベーションアッ

プにつながった。また、スピーキングやリスニングの課題を発見・把握することができ

た。たとえば、文字では理解できるが、発音できない語彙・会話で運用できない語彙が非

常に多いことに気が付いた。このことから、これからは、「書く・発音する・使う」をワ

ンセットにして、幅広く語彙を運用できるようにすべきだと感じた 

このように今回発見した課題は、解決策を考えつつ継続的に取り組むことで英語学習に役

立てたいと思う。また、今回初めて他のアジア圏の人と話したが、彼らから現地の文化や

風習を聞いて、自分の思う「海外」の幅が広まったと感じた。今まで欧米圏の文化にしか

触れてこなかった中で、アジア圏の文化の多様性を改めて感じたのである。引き続き、

様々な文化圏の人々と交流する機会を持ち、自分の視野を広めていきたい。 

 

最後に（感想） 

 私が今回の研修で最も興味深いと思ったのは、英語の多様性を感じたことである。レク

チャーをしてくださったペク先生はタイの方だったが、ところどころ英語の発音が独特な
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部分があった。ディスカッションを担当してくださったクレイ先生はアメリカ出身の方

で、自分が普段教材などでよく聞く英語の発音だった。しかし、どちらもれっきとした

「英語」だった。何か伝えたいことがあって、文法・語彙を活用して話していることには

変わりなかったからだ。 

ここで、今まで自分が触れてきた英語の狭さに気が付いた。話者のバックグラウンドの

数だけ英語が生まれるのだと気が付いたのである。そして、「ネイティブの英語」が絶対

ではなく、自分の伝えたいことを、自分の言葉でしっかりと伝えられるようになることこ

そが一番に重要なのだと感じたのだ。 

自分の目指していた英語は、「ネイティブっぽい」英語でしかないのだとも思った。本

当に目指すべきなのは「自分の英語」であって、これからは「自分のオリジナルの考えや

思いをより詳しく相手に伝える」という目的意識をもって、文法や発音、語彙力・表現力

の向上をめざしていこうと思う。 

 

以上 
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チェンマイ大学春季オンライン留学事後課題 

 

文教育学部 人間社会科学科 

2年 伊藤 映南 

 

① 事前に準備したこと 

 今回のチェンマイ大学でのオンライン留学に先立ち、自分が一番意識して取り組んでい

たのは「英語しか聞こえない・発することができない時間に慣れておく」ということでし

た。自分自身が高校生の時に経験した短期留学では、全く日本語が存在しない状況に遭遇

し、英語での授業だけでなく自分自身が望んでいた他文化を持つ人たちとの交流も心から

楽しむことができず、悔しい思いをしました。その原因はやはり「日本語で言いたいこ

と・考えていることを必死に英語に直そうとしていたこと」ではないかと考えています。

今回のプログラムでは単語の意味や自分が発言する際の文法の正しさを重視するのではな

く、「英語での SDGsに関する講義」や現地学生とのコミュニケーションを楽しむことを目

標にしていました。そのためにも、2月を準備期間として考え、今までは日本語字幕にば

かり注目していたドラマや映画を英語字幕・字幕なしで繰り返し見ることに挑戦していま

した。また、好きな小説の原書（英語）を読んでみることで「英語でのストーリー展開を

理解する」ことができるようになりました。もちろんこれからさらに語彙を増やし、正し

い文法を使いこなせるようになりたいですが、今回の事前準備として英語に触れる時間を

増やしたことでより「英語を使う時間」への不安や遠慮が薄れたように感じられ、嬉しく

思っています。 

 

②オンライン海外短期研修の内容について 

 私は今まで SDGsに関する講義やセミナーをいくつか受けていましたが、そのどれもが

ジェンダーや貧困に関するものであり、今回のように教育の平等性に関する内容について

深く捉えようとしたことがありませんでした。しかし今回、SDGs4 を英語で学ぶことに留

まらず、日本の報道機関ではあまり取り上げられることのないタイにおける教育分野での

課題やその解決に向けた取り組みを知ることができ、以前の自分は十分に理解できていな

かった持続可能な社会と教育の平等性の関係性について理解することができたと思ってい

ます。特に、日本とタイでは「平等性」がどの面で十分なのか、また不十分であるのかが

全く異なっていることが印象的でした。ここ数年の日本の学校教育ではパンデミック対策

として急激にオンライン学習や非対面の学習方法が普及したことで機材や情報端末など学

習用具や環境の格差が浮き彫りとなりました。しかしタイではコミュニティ毎に用意され

ていた教育環境にもともと格差が存在していただけでなく、人と人との接触を避けなけれ

ばならないことで学習環境が遮断されてしまうため、日本とは異なる面でパンデミックか
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ら教育分野が大きな打撃を受けている実情を理解しました。また、最終日にそれぞれ行っ

た日本の教育の現状に関するプレゼンテーションも興味深いと感じました。普段自分が感

じている日本の教育分野の問題に関してだけではなく、出身地での現状を取り上げたもの

や性差と大学進学の関連性に関する発表などを聞き、自分自身の視野がより広がったと実

感しています。今回の SDGs4の学習を進めていく中で、以前の自分が感じていなかった教

育の平等性に関連する様々な課題についてより関心を向けることができるようになりまし

た。また、日本国内の課題を解決したいと考えるとき、その視野を日本社会にのみ向ける

のではなく、他国における現状や課題を理解し、日本との差異に目を向けることの重要性

を改めて知ることができました。 

 

③現地学生とのオンライン交流について 

 チェンマイ大学の学生との交流を通して感じたのは、いくら自分の英語の実力が拙いも

のでも、異文化にふれ、意思疎通をすることがとても楽しく有意義であるということで

す。私は語彙も自分が伝えたいことを表現するには十分でなく、相手も困っているな、自

分が伝えたいことが伝わらないな、と感じることが何度もありました。しかし以前までは

そうした状況になると萎縮してしまい会話が止まってしまうことが多かったのですが、今

回はグループでのセッションだったこともあり、もっと話したい、もっと相手の文化を知

りたいと感じることの方が多くとても楽しい時間を過ごすことができたと思います。タイ

の学生がなぜ日本の学生との交流に参加しようと思ったのかにもそれぞれ異なる理由があ

って興味深かったです。日本の文化（アニメや食べ物）を好きで日本という国自体に関心

を寄せている学生もいれば、日本語を以前学習したことがあり、より日本語について知り

たいと感じて参加を決めたと話していた学生もいました。さらに、日本食がタイでは比較

的ポピュラーであり国内にいくつも日本料理店があることや日本とは食生活や学生生活の

「普通」が大きく異なっていることを知り驚きました。SDGs4 に関する講義の中でも感じ

たことではありますが、タイの学生との交流を通して改めて自分自身が定義している「普

通のこと」は少し違うコミュニティに属した場合全く「普通」ではないことを実感し、よ

りこれからの異文化交流や他文化理解に関する大学の講義に対して意欲が湧きました。 

 

④同プログラムを終えて今後の大学生活やキャリアにどう活かすのか 

 今回のプログラムを通して私が一番実感していることは「将来の計画の選択肢が広がっ

た」ということです。正直に言えば私は現在どうしてもこれをやりたい、ここで働きたい

と感じている職種はありません。しかし今回のプログラムを通して今までは関心を持って

いなかった教育分野に関すること、さらに切り込めば他国と比較した日本の教育分野にお

ける課題に関心を持つようになりました。学んでいる中で日本全体での課題（語学学習の

方法、情報化社会に関連する教育格差など）と地方出身である私だからこそ感じる課題
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（都市部と地方における進学への意識差など）は解決方法も解決するために動くべき（自

分が所属するべき）団体も全く異なっているのだということを強く感じるようになりまし

た。社会学や他文化理解に関する内容を重視しがちでしたが、自分が一番関心を寄せてい

る差別や偏見意識に関しても、教育が強く結びついているのではないかとも考えていま

す。今まで関心を寄せていたそれらの分野にとどまることなく、教育科学や他国の教育法

に関連する講義やセミナーにも参加してみたいと考えています。 

 

⑤最後に 

 今回のチェンマイ大学春季オンライン留学に参加することができ、本当に自分自身の視

野が広がったこと、より他文化と触れ合いたいという意欲を持つことができたことを実感

しています。今までは「英語を話せるようになりたい」という漠然とした意識がありまし

たが、「英語を道具として用いることで今まで知らなかったことを理解できるようになり

たい」という気持ちが芽生えました。こうしてオンラインプログラムに参加することがで

きたことを本当に嬉しく思います。ありがとうございました。 
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チェンマイ大学春季短期留学報告書 

 

文教育学部 人間社会科学科 

 １年 河内 宥菜子 

 

事前に準備したこと 

 春休みに入る前から Youtube 等で英語の聞き流しをして英語に耳を慣らすことに努めた。

また、留学期間中もそれを継続した。加えて、留学先のタイに対する理解を深めようと、

タイの文化について調べ、タイ料理に興味を持ち、詳しく調べてみた。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 毎日 2限とプラスで月水金のみ現地の学生との交流があった。 

  

まず 1限目では SDG４とそのタイとの関わりについてレクチャーを受けた。 

タイの教育の現状と歴史、問題点について詳しく教えていただいた。 

また私たちがその話題に関する知識や感じたこと、考えたことをシェアする時間も設けら

れていて、そこで英語を使う機会があった。 

この時間で一番印象に残っている内容は、タイにはたくさんの民族があって、それが平等

な教育の提供の妨げになっているということだ。 

日本にはたくさんの民族があるわけではなく、また全国に同等レベルの教育が行き渡って

いるので、タイがそのような状況にあるということを聞いて、驚きまた想像し難かった。 

この問題への解決としてタイでは遠方から通う生徒たちのために寮が設けられていたり、

その地域の言語（方言）がわかる先生が教えたりしているそうで、タイという国ならでは

の教育のあり方を知った。遠くから学校に通う生徒の中には寮に入らず、自分の集落から

通っている生徒もいるようで、タイでは郊外の方では道が整備されていないところもまだ

まだあるようなので、通うだけでも非常に危険が伴うそうだ。それを聞いて、改めて日本

の教育の水準の高さと日本には誰もが難なく教育にリーチできる環境が整っているのだと

いうことを実感した。 

  

2限目は 1限目のレクチャーについて留学のメンバーで意見交換や議論を行った。 

その前に軽く英語で自分を紹介するセッションが毎時間設けられていて、留学のメンバー

の人間性を知ることのできる貴重な場となっていたと思う。 

この時間で最も印象に残っていることは、授業の内容とは関係ないのだが、授業をしてく

れた教授だ。クレイ先生はさまざまな興味深いお話をしてくださったし、授業への姿勢や

先生の価値観はとても興味をそそられるものだった。ある時先生が大学時代、日本の古典
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が好きだったということを聞いてとても驚いたことを覚えている。アメリカの大学生が日

本の古典を読むということも驚きだったし、何より私たち日本人でも難解な古典を面白い

と言えることに尊敬の念を覚えた。クレイ先生は自国の文化を大切にしながらも、タイや

日本といった他の国の文化にも精通していて、しかもそれを理解し好きでいるということ

を知って、私もこのような大人になれたらいいなと感じた。 

  

週に 3回あった 3限の授業では現地の学生との交流の時間を設けてもらった。この時間の

詳細や考えたこと、思ったことは次の項目で書こうと思う。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 上でも述べたように、3 限目に現地の学生と交流する機会があった。そこでは４人のタ

イの生徒と話すことができた。全員が日本の文化が好きで日本人と話に来てくれているよ

うだった。みんなとても積極的に私たちと交流しようとしてくれることが伝わってありが

たかったし、私もタイの人が知らないような日本の姿を伝えることができて非常に有意義

な時間となったと思う。この時間において印象的な出来事は、ある一人の男子学生のスマ

ートフォンケースがサンリオのクロミちゃんだったことだ。私がそれを指摘すると彼はマ

イメロディーが本当に好きなんだということを教えてくれて、他の日本の好きなものにつ

いて熱く語ってくれた。その姿を見て、興味こそが異文化理解への第一歩になる重要なも

のなのだということを改めて実感した。 

  

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 このプログラムにおいて、英語で何かを伝えるということに対するハードルが低くなっ

たと思う。このハードルをさらに下げていくべく、引き続き英語に限らない語学の勉強を

続けていけたらと思う。また、これからも違う国にルーツを持つ人々との交流に参加する

ことで私の知らない世界を感じ、理解していきたいと思った。 

 

最後に（感想） 

 今回の短期留学はお茶の水女子大学後援会の奨学金をいただいて参加させていただきま

した。ありがとうございました。また、今回の留学費を払って、留学する機会をくれた親

に感謝しています。 
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チェンマイ大学オンライン短期研修を終えて 

 

文教育学部 人文科学科 

2年 菅野 真結 

 

事前に準備したこと 

 準備しておくべきことを把握するために、「2020年度春季 海外短期研修報告書」の中

の、チェンマイ大学のプログラムに参加した方々の報告書を読んで準備すべきことを把握

し、箇条書きでまとめて、プログラムが始まるまでに仕上げておいた。 

 準備の具体的な内容の中で、英語に関することとしては、日本語と英語の音声が選べる

テレビ番組を英語で視聴することや、授業や会話の中で使えるような単語やフレーズを調

べてまとめておくことを行った。SDGsに関することとしては、自宅にあった、全てのゴー

ルを紹介している資料や、社会問題や環境問題について書かれた英語の本をもとに、各ゴ

ールに関わる課題などについてまとめることを行った。また、プログラムが始まる前の現

地のオリエンテーションにおいて示された各回の授業のテーマを参考に、調べた内容や自

分の考えを授業内で述べられるように簡単に英語でまとめておくことを行った。さらに、

タイのことを調べておいたり、日本の文化を英語でまとめておいたりした。 

 

オンライン海外短期研修内容について 

 今回参加したプログラムは 3部構成であった。 

1. Lecture of SDG-4 Quality Education 

  先生がパワーポイントを使って、SDG-4に関する現状や課題について講義をしてくれ

た。講義中や講義後の質問タイムなどで発言を求められる機会があった。最終日には、参

加者全員がパワーポイントを用意してプレゼンテーションを行った。 

2. English Discussion Related SDG-4 

 初めに、1で学んだ専門用語を参加者全員で出し合った。次に、1の講義の内容とリン

クしたテーマが先生から提示され、3人 1組となって話し合った後、参加者全員で自由に

意見を出し合った。先生は、意見が出るたびにコメントをしてくれたり、関連することを

教えてくれたりした。最終日と最終日の前日の 2日間で、参加者全員が口頭のプレゼンテ

ーションと、おのおののプレゼンテーションが終わるごとに行う話し合いのテーマの提示

を行い、その後生徒メインの話し合いを行った。 

3. Global Café 

 タイの学生と交流できた。以下で具体的な内容を述べる。 

 

現地学生とのオンライン交流について 
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 本学の学生 2,3 名とタイの学生 1名が 1組となって交流をした。話すテーマは事前に決

められていて、好きなことやもの、経験について互いに紹介した。テーマに縛られること

はなく、話しているうちに話すテーマが自然と広がって、様々なことを伝えたり知ったり

することができた。相手の話や質問を聞き取るリスニング力や、答えるスピーキング力を

試すことのできる機会であった。 

 

同プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう活かしていくか 

 今回のプログラム、特に研修内容の 2つ目の English Discussion Related SDG-4 や、3

つ目の Global Caféにおいて、意見を伝えたい、伝えなければいけない時が多くあった。

失敗をしないよう完璧に整えようとしていては、話し合いの輪の中に入ることができず、

楽しめないことを改めて学んだ。また、意見を伝えた時に、周りに受け止めてもらえるこ

との嬉しさや大切さを知った。以上の経験を踏まえて、今後の大学生活やキャリアの中で

話し合う機会があるときには、完璧に整えた上で話す機会をうかがうのではなく、まずは

一生懸命伝えようと思う。さらに、周りの意見をしっかり受け止めて、意見を伝えて良か

ったと互いに思えるような環境づくりに貢献したいと思う。そのためにも、失敗を恐れ

ず、失敗しても挫けない心の強さと、自分の意見を伝えるだけで精一杯になるのではな

く、より注意深く相手の意見に耳を傾けられる心の余裕を常に持つように心がけたいと考

える。 

 

最後に（感想） 

 今まで憧れていた、海外の大学の先生の英語による授業を受けることを自宅で叶えられ

るところに惹かれて、今後に生かすためにも試しに参加してみようと思い、今回のプログ

ラムへの参加を決めた。想像していたよりも充実した 2週間を送ることができたので、勇

気を出して今回のプログラムに参加して良かったと感じた。今回のプログラムを企画、運

営してくださった先生方に感謝の気持ちを伝えたいと思う。 

 

 

 

 

 

以上 

 
 

 
 



57 
 
 

オンライン研修を通して学んだこと 

 

文教育学部 人間社会科学科 

1年 長江 なつ海 

 

事前に準備したこと 

 英語で行われる授業を聞くことは初めてであり、なおかつ自分のリスニング能力に不

安があったため、Youtube で TEDを視聴したり、TOEFLのテキストを使ってリスニング対策

をしたりしました。また、プログラムのテーマが SGD ４であったため、SDGs についてイン

ターネットで調べました。最近よく聞く言葉ではあっても、深くは理解できていないのだ

とわかりました。初めに自分の理解度やわからないところを確認しておくことは、授業を

受ける際に役に立ったと感じました。さらに、異文化交流についても注意する点を確認し

ました。プログラム内容に現地の生徒との交流も含まれていましたが、自分自身はそのよ

うな経験があまりなく、不安でした。しかし、交流する際の心構えを学んでいたことで、

不安が軽減され、交流を楽しむことができました。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について 

タイのチェンマイ大学のプログラムを受講しました。２部構成となっていて、各１時間、

計 2 週間のプログラムです。Phet 先生の講義では、SGD ４の目標である、quality 

education について学びました。タイの教育の歴史や、現在のタイの教育現場について、

タイのこどもの学力、SGD 4 と他の目標との関わりなど、多角的な視点から教育について

学ぶことができました。積極的に発言しやすい雰囲気で、英語を話すことに自然と抵抗が

なくなっていました。また、Phet 先生がゆっくりと話してくださったおかげで、全ての講

義を深く理解することができ、英語で思考を深めることができました。特に印象的であっ

た学びは、テクノロジーと教育についてです。コロナ禍ということも影響し、近年教育分

野におけるテクノロジーの活用が注目されていますが、このことについて他の受講者の

方々と discussion できたのがとてもよかったです。オンライン授業やオンライン教材によ

って地方と都市の格差がなくなることや、子供の荷物が減ることなど、利点ばかりが注目

されがちですが、経済的な問題や、教師側の問題など、多様な観点からの意見を聞くこと

ができ、とても勉強になりました。自分の意見を相手に言うことに苦手意識を持っていま

したが、理解が深まるうちにその抵抗もなくなっていました。しかし、解決策を考えるこ

とは簡単でも、実行に移すのはとても難しいのだなと気づきました。Clay 先生の講義では、

意見を言う機会がより多くありました。受講者自らの体験談や例をもとに意見を交換する

という経験は、なかなかできないので貴重でした。特に、日本の教育の利点・問題点につ

いて議論したことが印象的でした。同じ日本でも、教育を受ける地域によって大きな差が
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あることに気づくことができました。地域によって違う部分があったり、学校によって、

または教師によっても違いが生まれることがあったりすることを再確認しました。しかし、

日本全体で共通している点もあり、タイと比較することで日本の特徴がより際立ちました。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

週に 3回、１時間の交流時間がありました。トークテーマを与えられ、日本人学生２、

３人とタイの学生１人が英語で会話をするという構成です。日本人学生の英語は聞き取れ

ても、タイの学生の英語が聞き取りにくいと感じました。母語の影響があるのだと思いま

すが、相手の言っていることがわかりにくく、自分が話していることもあまり伝わってい

ない中で会話を続けるのは少し難しかったです。しかし、日本とタイ両方で人気の映画の

話や、自分の国のおすすめの食べ物など、共通している話題やわかりやすい話題だと会話

は盛り上がるということがわかりました。タイにいる生徒と、パソコン１つで会話ができ

る時代は本当にありがたいと感じました。 

 

同プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

まずは、自分の意見を相手に伝わりやすいように、誤解がないように伝える力がついた

と感じます。社会で生きる上でこの力は大切なので、これからも色々な人との関わりを大

切にしていきたいです。また、今回の講義は教育についての話題が多かったですが、教職

など教育に直接関わる仕事に着くのではなくても、このプログラムで学んだことは役に立

つと思います。教育は全てのものの基盤にあるため、新たに知った教育の問題点を解決で

きるように、どんな形かはまだわかりませんが、社会に貢献したいと思うようになりまし

た。 

私の将来の夢は、まだ具体的ではないですが、まだこの世にないけど、誰かを救うことが

できるような何かを作ることです。今回のプログラムで得た知識や、身についた思考力を

今後も活かし、もっと夢を具体的にしたいです。 

 

最後に（感想） 

プログラム全体を通して感じたことは、思いやることの大切さです。オンライン上で話

す人への配慮から、社会の中で見逃されてしまっている人への配慮まで、少しだけでも相

手のことを思いやれたら何かが変わるような気がしました。 

これからはますます、違う文化を持つ人と出会うことは増えていくと思います。その際に、

相手も自分も幸せな気持ちになれるように、思いやることを大切にしていきたいです。全

ての人が質の高い教育を受けられるようになるには一人一人の思いやりが大切だと感じま

した。 

 以上 
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チェンマイ大学短期研修報告書 

 

文教育学部 人間社会科学科 

 1年 佐々木 香羽 

 

① 事前に準備したこと 

授業に関して、先方から準備するように指示されたことは特になかったが、Microsoft 

Teams に事前に加入するように求められた。アカウント作成時にお茶大メールが使えない

ので混乱したが、加入が出来なくても事前オリエンテーションの時に加入サポートがあっ

た。 

 

② オンライン海外短期研修内容について 

3月 14日～25日の月～金曜日の計 10日間の研修で、1時間目は SDGs Goal4に関する講

義を 1 時間受け、15 分の休憩を挟んで、2 時間目はその内容に関するディスカッションを

行った。 

講義はチェンマイ大学の教育を専門にしている先生が担当していた。最初の 2 日間は

SDGs 自体の概要や Goal4 の内容、意味、問題解決のための手段などを学んだ。3 日目以降

は、SDGs Goal4の目標である「Inclusive Education」「Equitable Quality Education」

「Lifelong Learning」の 3つをメインテーマとして、その意味や現状、具体的な事例、解

決策などに関する講義だった。毎回講義で使用されるスライドが Teams でアップされるた

め、分からない単語や表現を事前に調べることはできるが、講義の 30分ほど前にアップさ

れるため、予習する十分な時間は取れず、サッと目を通す程度になった。ただ、Goal4 の

意味や現状など概論的なものは専門用語が出てくることもあったが、先生が簡単な英語で

分かりやすく言い直してくださっていたため、最初見たときは意味が分からなくても、講

義を通して単語自体の意味を理解することができるようになっていた。具体的な事例など

はチェンマイなどタイ北部のケーススタディを中心としたものだったが、日本に関するこ

とも講義の中で言及されることも多かった。先生は日本の複数の大学に在籍したことがあ

る方で、日本の教育についてもとても興味を持っており、一般的なことから個々人が経験

したことまで様々な質問が毎回あった。講義の内容と先生の質問を通して、日本とタイの

事例を比較しながら考えることができた。また、１時間の中で全員が必ず指名されるため、

他の学生の考え方や経験も知ることができた。 

ディスカッションはアメリカ出身の先生が担当していた。授業の最初には、毎回アイス

ブレーキングとしての質問があり、緊張をほぐすことができた。授業は、①１時間目で受

けた講義に関する質問が３つほど示された後にブレイクアウトルームで話し合ってから全

体で共有するときと、②質問が示されるまでは同じだがブレイクアウトルームなしで全体
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共有するとき、③前回のディスカッションクラスの最後に質問があらかじめ示されていて、

アイスブレーキングが終わるとすぐにその内容について全体で共有するときがあった。全

体共有のときは話したい人が自由に話していくイメージで、二人が同時に話し始めてしま

ったとき以外は先生が学生を指名することはなかった。発表したことに対して先生が毎回

フィードバックして下さり、時には自分が生まれ育ったアメリカの事例を交えながらコメ

ントして下さった。また、一人の意見を発展させた質問がその場で出されるなど、アドリ

ブ的な要素もあった。 

 

③ 現地学生とのオンライン交流について 

月・水・金曜日は Global Café という、チェンマイ大生との交流プログラムも 1 時間用

意されていた。Global Café は、毎回話すトピックが事前に決められていて、最初に先生

がメインルームで説明と例を出した後、チェンマイ大生１人に対してお茶大生２～３人の

ブレイクアウトルームに分かれて行われた。トピックは毎回異なり、Ice-breaking、

Powerful Movie Scene、Dining Food、Scariest Experience、Holidayだった。ただ、ブレ

イクアウトルームの時間は 40 分ほどあり、トピックに関する話はすぐに終わってしまうの

で、トピック以外の雑談を楽しむことも多かった。画面共有をしたりチャットで URL を送

ったりして視覚的な情報を取り入れたことでお互いの文化を知ったのはオンライン交流特

有の良い機会になった。また、参加するチェンマイ大生の意欲は人それぞれで、積極的に

話をしてくれる学生もいれば、何かの作業をしていてこちらから話を振らないと話にあま

り参加しない学生もいた。そのため、ブレイクアウトルームの雰囲気は参加者によって全

く異なっていた。 

 

④ 同プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

今まで教育についてあまり興味がなかったが、教育は人生のあらゆる場面・分野に関わ

るものだと分かったため、自分の主専攻・副専攻の学びの中でも教育の視点を取り入れて

いきたいと思った。そして、これからの大学生活の中で、今回の研修で培った積極的に参

加する態度を忘れず、今回の研修で発見した自分の英語力の弱点を克服し、ブラッシュア

ップして海外留学に備えたい。また、チェンマイ大生と文化交流したことで自分にとって

また新しい文化・考え方に触れて驚いたため、他の文化についてもっと知りたいなと感じ

た。多文化交流に積極的に参加したい。 

 

⑤ 最後に 

オンラインではあるが大学生活で海外研修に参加したのは初めてで、あっという間の 2

週間だった。だが、PDCA サイクルを意識して計画を立てて実行していくことで、自分の強

さ・弱さを知ることができた。この経験を忘れずに日々過ごしていきたい。 
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また、私はこの研修に参加するためにお茶の水女子大学後援会の奨学金を受給しました。

英語で授業を受けたり、海外の大学の授業の雰囲気を体感したり、文化交流したりすると

いう貴重な経験をさせていただきました。この研修を通して発見した自分の長所を伸ばし、

短所を改善していきたいです。後援会の皆様、本当にありがとうございました。 
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チェンマイ大学短期研修報告書 

 

文教育学部 人間社会科学科 

  １年 平田 万葉 

 

事前に準備したこと 

 自分には語学力、特に研修で必要となるであろうリスニング力が決定的に足りないと自

覚していたので、研修までに少しでも向上させようと考えた。毎日 15 分程度、NHK の全国

ニュースを英語で視聴し、話すスピードに慣れ、かつ国際的な時事問題についての情報に

英語で触れることができた。 

 また、タイの先生や学生たちと関わるにあたって無自覚に失礼をしてしまうことのない

よう、タイの宗教・文化について確認しておいた。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 SGDs４についての講義と、講義内容に関連したディスカッションがあった。講義の方は

SGDs４「質の高い教育をみんなに」について、タイにおける教育の歴史、現状と絡めなが

らお話ししていただいた。途中何度か、日本の現状についてなどの質問を振られる場面が

あり、英語で意見を述べたり、他の学生の意見を聞いたりした。最終授業日には、学習内

容を踏まえて日本の教育に関連するプレゼンテーションをおこなった。ディスカッション

では、ブレイクアウトの質問（週末何をする？など）ののち講義内容に関したトピックが

示され、それについてブレイクアウトルームで３人で話し合い、その後全体で交流した。

ブレイクアウトルーム中に話す内容はある程度用意できるが、ディスカッションが始まる

と新しいことを言いたくなったり、他の人の話に付け足したかったりすることがよくあり、

即興で英文を組み立てるのには骨が折れた。最終 2 回の授業では、一人ずつ学んだこと・

日本の課題について 5 分程度自分の意見を発表し、それについて 5 分ディスカッションを

おこなった。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 日本の学生２〜３人に対しタイの学生さん１人、ブレイクアウトルームに分かれて交流

した。毎回「好きな食べ物・飲み物」「好きな映画のシーン」などのお題はあったが、基

本的に自由に色々なことを話した。タイの学生さんは日本にとても興味を持ってくれてい

る人が多く、日本の気候や文化についてたくさん紹介した。アニメの話や観光地の話はと

ても盛り上がった。逆に、チェンマイの気候や観光名所、名物料理などを教えてもらい、

現地に行きたい気持ちが強くなった。英語で自文化を紹介するのは思っていた以上に難し

かったが、写真を見せるなどしてなんとか話したい内容を伝えることができた。お互い母
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語ではない言葉なので、どうすれば伝わりやすい英語になるのか？を常に意識して話すよ

う心がけた。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 これまでの大学での授業において、オンラインが多かったこともあるが、自分の意見を

述べたり深く考えたりしたことが少なかった。それでなんとかなっていた。しかし、今回

の交流でたくさん自分の意見を言い、周りの意見を聞き、プレゼンを作っていく中で、た

だ授業を聞くだけの時とは違う、トピックに対する深い興味関心を持つことができた。自

分の中に残る学びができたと思う。今後の大学の授業も今回のように、意見発表やレポー

ト作成の場を活用し、自分の中に残る授業にしたい。 

 教職をとっているので長期留学は難しいかなと思っていたが、今回研修にとても楽しく

参加し、やはり留学をしたい気持ちが強くなった。語学力強化や情報収集をしていきたい。 

 

最後に（感想） 

 初め、語学力の足りない自分がディスカッションに参加できるのかとても不安だった。

実際、最初の頃は単語が出てこず黙ってしまうことがあり、恥ずかしくて話したくないと

思うこともあった。けれど、先生は頷きながら聴いてくださり、自分の話した内容を補完

してくださったので、自分の意見を伝えることができた。私が言いたかったことが伝わっ

ている、と実感できたときの喜びはとても大きいものだった。この研修を通じて、英語を

話すときの意識が「正しい英語を話そう」から、「伝えたい」「間違っていてもいいからと

にかく発信してみよう」という意識に変わった。そして、今、もっと人と話してみたいと

思っている。今回の研修を受けたことで、自分の伝える力に少し自信がついた。またこの

ようなチャンスがあれば、積極的に飛び込んでいきたいと思う。とても充実した研修にな

った。 

 

お茶の水女子大学後援会様からの奨学金により、国際交流というどうしてもお金が多く

必要となってしまう学習に、金銭的な不安を抱くことなく楽しんで参加することができま

した。本当にありがとうございました。 

 

以上 
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トゥーレーヌ学院（フランス） 
 

 

参加方法：オンライン 

研修内容：フランス語研修 
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三週間のオンライン研修を終えて  

 

文教育学部 言語文化学科 

 2年 益田 ひかる 

 

事前に準備したこと 

授業があるということはわかっていたが、授業内容は事前にわからなかったので、これ

までの学習の復習を行い、主に、私がフランス語検定 3 級を受験する際に使用した参考書

に取り組んだ。また、授業内での意思疎通の問題を減らすため、「もう少しゆっくり話し

ていただけますか」「受け取りました」「もう一度お願いします」などよく使うであろうフ

レーズの確認も行った。また、準備というほどではないが、自己紹介の文も事前に考えて

おいた。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

月曜日から金曜日までの、17時から 20時 20分まで、途中 20分の休憩をはさんだ授業に

3 週間参加した。テキストを使用し、映画やアンケートなど、それぞれのレッスンのテー

マにそった語彙と、構文や文法項目について学習した。それ以外にも、プレゼンテーショ

ンが一回と、到達度を確認するテストが二回あった。テストは、聞き取り中心の問題と、

読み取り中心の問題の大問二つで構成されており、二回とも読み取り問題では高得点を収

めることが出来た。一方、聞き取り問題に関しては、一度目はあまり良い結果でなかった。

おそらく、文章を追うことが精一杯で、「文章を聞きながら文構造や文の内容を予測する」

ことが出来ていなかったことがその理由だと考えた。二回目では、言葉を全て聞き取るこ

とよりも、重要そうな言葉を拾いつつ話の流れについて考えることを大事にし、その結果

聞き取れた内容が増えた。 

 また、毎週水曜日に、オンライン研修の窓口の会社の方の主催で、オンライン参加の学

生同士の懇親会があった。そこでは、学生同士で授業の感想を交換するとともに、現地ス

タッフの方に授業について質問したり要望を述べたりした。また、現地スタッフの方が製

作してくださったビデオを鑑賞した。そのビデオというのは、現地スタッフの方がフラン

スの各地で撮影してくださったもので、ニースの市場の様子やパリの観光名所の現状など

を知ることができ、貴重な経験になった。中でも私が興味をひかれたのは、フランスの家

庭の料理についてのビデオで、これは一回目の懇親会で私がフランスの家庭料理に興味が

あるとお伝えしたことを受けて、三回目の懇親会で見せてくださったものであった。はち

みつやオリーブオイルだけで何種類も用意されていたのが非常に印象的だった。 

 

現地学生とのオンライン交流について 
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授業の形式は、お茶の水女子大学と金城学院大学の学生がオンラインで参加し、現地の

学生が対面で参加する、という形式であった。グループワークなども、対面の生徒同士、

オンラインの生徒同士で行われたため、実は、現地学生と直接言葉を交わすなどして交流

する機会はあまりなかった。 

しかし、授業内で行われたプレゼンテーションで、少し他の学生のことを知ることがで

きたと感じている。そのプレゼンテーションは、自分の好きな映画、ドラマ、歌手をテー

マとしたものであり、私も日本のアーティストの一人を紹介した。現地参加している学生

のテーマの中に、いくつか私も好きな映画が含まれており、親近感を覚えた。また、好き

な映画の、他の人が好きだと感じている部分についてフランス語で説明を受けるのは新鮮

な経験だった。また、自分が視聴するかどうか迷っていたドラマについてのプレゼンテー

ションもあり、フランス語の学習以外の目的も同時に持ちながらフランス語のリスニング

をするというのは良い経験になった。 

また、最終日に、現地で対面授業を受けている日本語母語話者の学生に、休憩時間に話

しかけてもらった。彼女は、その前の授業で行っていた、「自分の住んでいる地域につい

てフランス語で短い説明をする」という課題で、私の書いた説明文を見て、出身地域が彼

女と近いことに気づき、話しかけてくれたそうだ。彼女は仕事でアフリカの方に行く予定

があり、研修の一環で一年ほど勉強している最中らしい。フランス語の勉強は今回が初め

てと聞き、在学中でもなくても、新しい言語を学ぶ機会があることに驚いた。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

今回の授業の中では、時制などの文法事項や、「Ce qui, c’est」などの構文、どちらも

学習した。私が曖昧なままにしていた、複合過去の平叙文における直接目的語の人称代名

詞の扱いや、副詞の位置に関する解説、練習問題を多く取り扱っていて、それらを通じて

フランス語の書く力が向上したのを感じている。また、授業を担当してくださった先生と

の会話を通じて、今知っている語彙で何とか自分の伝えたいことを伝えることに加え、相

手の返答や様子から、相手が自分の言葉をどのように理解したか考えることの重要性につ

いて実感することができた。これらの変化をとても喜ばしく思っている。今後、この前進

を維持し、さらなる改善をしていきたい。そのために、授業で学んだ文法事項の復習は継

続して行うつもりである。特に、授業中も間違いがちであった半過去形と条件法現在は、

この機会にしっかり定着させたい。 

 また、どのようにキャリアに活かすかという点については、まだ具体的には考えられて

いない。フランス語の能力という点では、現在はフランス語検定のみを取得しているので、

今後、より実用的と言われている DELF・DALF の取得も検討したい。 

また、外国語の授業でも、自分が想定したより授業の内容を理解できるということが分

かった。今後日本語以外で開講される講義や、セミナーに関しても積極的に参加したいと
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思う。 

 

最後に（感想） 

この研修が始まる前は、「自分が授業についていけないのではないか」「授業で話すこと

が出来ず黙り込んでしまうのではないか」などと心配していたが、授業内では、先生は話

すほかに、テキストの該当部分をカメラに向けて示す、重要な部分や聞き取りにくい単語

はホワイトボードに書くなど様々な工夫をしてくださったので、一回目の授業から、勿論

理解しきれない部分があったものの、課題への取り組みや解説の理解はほとんど問題なく

行うことが出来た。しかし逆にそれによって、わからない部分を質問することに消極的に

なってしまった。研修開始から 4,5 日経過したころから、懇親会を主催された会社の方の

ご助言もあり、リスニングで聞き取れなかった部分や、単語や文法、その日の宿題の説明

でわからなかったことを質問できるようになった。質問した時、私の言いたいことがすぐ

にうまく伝わらなくても、先生がより適切な単語で聞き返してくださったり、どうしても

難しいときは日本語のわかる学生と一緒に話を聞いてくださったりしたので、うまくコミ

ュニケーションをとることが出来た。私はそれまで、質問するときは、間違いのない文を

作ることばかり考えていたが、それよりも、会話をしながら相手の理解の度合いを測り、

より良い表現を考えていくことの方が実用的なのだと分かった。 

 この研修は、初めて経験することばかりであったが、どれも本当に楽しかった。コミュ

ニケーションや、問題の理解に困難があってもそう感じられたのは、周りの方のサポート

あってこそだった。こちらの理解の度合いを常に慮ってくださったマーゴ先生や、研修の

窓口となり、懇親会で現在のフランスの様子を見せて、少しでも実際の留学に近づけよう

としてくださったグロリアツアーズの方々には感謝してもしきれない。また、奨学金を提

供してくださった大学および後援会、そして研修への参加を後押ししてくれた両親にも非

常に感謝している。今後この経験を生かす機会を逃さないようにし、さらなる技能と私自

身のコミュニケーション能力の向上、日仏その他の文化への深い理解を追求したい。 

以上 
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フランス語研修に参加して 

 

文教育学部 人文科学科 

 3年 大橋 りか 

  

事前に準備したこと 

 授業が全てフランス語で行われるとのことでしたので、単語帳を買って、基礎的な単語

を覚えようとしました。また授業で使われそうな表現を思い出したり、一年生の頃に習っ

た文法を思い出したりしました。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 私はフランスの語学学校で、フランス語を一日３時間、４週間学びました。読み、書き、

発話を習いました。授業は全てフランス語で進むので、最初の一週間は先生のいうことが

聞き取れず、かなり大変でした。大学の授業でもフランス語で行われる授業を履修してま

したが、先生は日本語を話してくれるので安心していました。しかしこのプログラムでは

完全にフランス語だけなので、終始緊張していました。また、単語帳を買うよりは、簡単

な会話表現を覚えていた方が良かったなと後悔しました。例えば、「分かった？」「大丈

夫？」「分からないところある？」というような表現は先生によって違うようで、この先

生のおっしゃる表現を知らなかったので「大丈夫？」などと言われても初めは理解できま

せんでした。また、少しでもぼうっとしているとすぐに言っていることが分からなくなる

ので、気を抜けませんでした。また先生はほとんど英語を使わず、難しい単語はパラフレ

ーズしたりたくさん例文を出したりして教えてくださいました。文法の授業ももちろんあ

ったのですが、文法の「〜法」「〜形」などの用語も全てフランス語なので、初めは当惑

しました。私は日本語教育の授業も履修しているので、先生の教え方を見て、母語もバッ

クグラウンドもさまざまなクラスを教える現場を観察できてとても勉強になりました。 

 初めは何と言っているのか全然分からないこともあったのですが、慣れてくると聞き取

り能力が向上したというよりは先生がどの場面でどの表現を使うのか分かってきたので、

授業になんとかついて行くことができました。先生がレベルに合わせて、授業の難易度を

変えて下さるのでありがたかったです。また教科書などは先生がメールに添付して送って

くださいました。ほぼ毎回宿題が出て、作文を提出したり次回の授業の準備をしたりしま

した。宿題には、丁寧なフィードバックをもらえるので勉強になりました。たくさん褒め

て下さる先生だったので、楽しく受講できました。２回ほど試験がありましたがクラス分

けのためのものではなく、ただレベルを測るだけでした。私が一番苦手だったのは、先生

が出したお題に対しフランス語で何か話し、一人ずつ質問する活動です。瞬発力がなく、

会話が苦手だと分かったので、これからは会話にも力を入れたいと思いました。私はオン
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ライン参加でしたが、同じクラスの多くの学生は現地の語学学校で授業を受けていました。

ときどき機械のトラブルで音声が聞こえなかったり映像が見えなかったりしましたが、概

ね問題なく受講することができました。オンライン参加だとクラスの雰囲気がよく分から

ず、少し残念でした。1 日三時間のフランス語はなかなか大変で毎日どきどきしていまし

たが、楽しかったです。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

 オンライン参加だったので、実際にフランスで授業を受けている学生との交流はあまり

ありませんでしたが、ときどき休み時間にお話しできて楽しかったです。さまざまな国か

ら学生が来ていて驚きました。クウェート、韓国、中国、イタリア、日本などでした。現

地の学生たちはフランス語と英語でコミュニケーションを取っていたようでした。国籍関

係なく仲良くしていて和やかな雰囲気でした。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 私の専攻は倫理、幅プログラムは日本文学、取りたい資格は日本語教員で、フランス語

は必要だからというよりは楽しくて続けているのですが、今後の大学生活やキャリアに生

かせることはもちろん多いと思います。まず、外国語を知っていることはその国を理解す

るための第一歩となると考えます。今後、グローバル化が進む社会を生きていく上で、相

互理解がより必要になる場面が多くなるのは必定です。私はフランス語を学んだことで、

フランス語圏にとても関心を持つようになりました。フランス語学習の継続はもちろんの

こと、他の言語の学習もしたいです。また、外国語学習を通じてその国のことを知り、偏

見や先入観を持たず、気持ちよく人々と接することができるようになりたいです。 

 

最後に（感想） 

 今回フランス語研修に参加したことで、フランス語にますます愛着が沸きました。将来

機会を見つけてぜひフランス、またフランス語圏に行き、文化の違いを肌で感じてみたい

です。また、海外に興味を持つ良いきっかけにもなりました。 

 

 

以上 
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トゥーレーヌ学院春季オンライン留学報告書 

 

文教育学部 言語文化学科 

  2年 矢次 真歩 

 

事前に準備したこと 

 オンラインでレベル分けテストを受講しました。テストに向けては時間があまりなかっ

たので特段対策等はできませんでした。 

また、春休みに入ってから授業がなくなりフランス語に触れる時間が減っていたのを自覚

していたので、オンラインテスト受講後の危機感を持ったまま、フランス語の自学時間を

授業期間並みに戻し、オールフレンチの授業にも置いていかれないようにヒアリングを重

点的に行いました。この時使用した教材は TV5Monde や RFIなど通常期間の授業で扱われて

いたものです。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 平日 3 週間毎日 17:00 から 20:20 まで現地フランスで行われている語学学校の授業に参

加しました。授業は全てフランス語で、先生はネイティブの方、生徒はさまざまな国から

集まった留学生たちでした。私ともう一人のお茶大生を除く 6〜8名の留学生は全員対面で

の受講でした。大学のハイブリット型授業に近い形だったので形式自体はすぐに馴染むこ

とができました。 

前日までにメールで使用する教材のコピーがおおよそ 10枚前後送られてくるので、授業

前までにプリントアウトして手元に準備していました。基本的にはそれらの教材を使用し

て授業が進みました。授業の流れとしては、前日の復習を口頭で行う→宿題チェック→教

材リスニング→リスニングの質問に答える→スクリプトを音読し答え合わせを行う→それ

に付随する文法事項を習う→スピーチの課題が出され授業時間内に考える、といったもの

が主でした。 

 授業時間内で答えを考える際はクラスのメンバーと話し合う時間が設けられていました

が、オンラインだとそちらへの参加は難しいものとなってしまっていたため、基本的に自

分一人で答えを考えていました。 

 さらに、週に一度ほどテストの日程があり、授業で扱った内容を確認できるようになっ

ていました。リスニング・スピーキング・リーディング・ライティング全ての項目でテス

トが行われ翌日には採点されたものがメールで送られてきました。 

 宿題の内容は日によって様々で、授業で導入のみ行なわれた文法事項のエクササイズを

解いたり、スピーチを詰めてきたり、作文を書いたりしました。 

 また、週に一度留学エージェントの方が現地の様子を知ることができる交流の時間を設
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けてくださっていて、語学学校の方に対応してもらいたいことがあればエージェントの方

への LINEを通じて伝えることができました。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

現地学生として対面授業にいた留学生のほとんどはクウェート人で、こちらの画面に向

かってよく手を振ってくれました。対面がマジョリティな環境での受講だったため初めは

画面の向こう側にいる私たちに話しかけてくれることがありませんでした。しかしある日

韓国人留学生の方々が休み時間に交流しにきてくれました。お互いフランス語が流暢では

ないので、フランス語だけでなく英語や韓国語、日本語も交えてコミュニケーションを取

りました。SNS を交換して今でもお互いの近況を確認してフランス語で短いメッセージの

やりとりを交わしています。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 今回のオンライン留学では毎日一定時間全く母語を介さずフランス語を理解しなくては

ならないという経験をしたことにより、以前よりフランス語に対する恐れや漠然としたで

きない感覚が薄れ自分の語学力を客観的に再確認することができました。この経験は私が

これから先フランス語を学んでいく際も大きな糧になっていくと思います。自分が普段ど

のような言葉を使うのかやどのようなエラーを起こしやすいのかを知り、ネイティブの人

や母語（日本語）を共有していない人にはどのような点で通じないことがあるのかを理解

できたことは私がフランス語学習を続けていく上で重要な起因材となりました。今後オン

ラインではない長期の留学も計画していくので今回の経験を活かして臨みたいです。 

 

最後に（感想） 

 私が大学入学以前から参加できる日を心待ちにしていたのが短期語学研修だったので、

オンラインでの参加になると知った時は正直参加を迷いましたが、結果として参加して本

当に良かったと強く感じました。 

本来現地に向かっていたら観光や友達との時間など娯楽に向いてしまっていたであろう意

識が自宅での受講により予習も復習も万全な状態で臨むことができた点は、楽しいことを

優先してしまいがちで決して意志が強いとは言えない私にとってフランス語学習に打ち込

むのに最適だったと感じます。 

また、オンラインで授業時間内に気軽に頼れる人がいなかったため、何が何でも自分自身

で聞き取って答えを考えて伝えなくてはならない環境に身を置くことになったのも語学力

向上に良い影響を及ぼしたと思います。初めは話すことすら億劫だったのですが、段々言

い回しやうまく変換をする思考ができてきて難しく考えすぎることなくひたすらフランス

語を使い続けることができたことに加えて、過度に他人を気にして比較することもなかっ
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たのが純粋に楽しいという気持ちを持って授業に臨むことができた理由だとも感じていま

す。 

 今回経験した自分がうまく伝えられず悔しい気持ちやもっと話せるようになりたいとい

う向上心をこの場かぎりで終わらせることなく、今後の大学生活そしてキャリアに生かす

ことができるようにこれからも真摯に学習していきたいです。 

 

 

 

 

以上 
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オンラインでの異文化発見 

 

比較社会文化学専攻  

2年 古川 翠子  

 

事前に準備したこと  

フランス語を使うことを意識したかったので、研修期間までにフランス語力を最大限上げ

ておくことを意識しました。これは日々の習慣になっていることなので特別準備したこと

ではありませんが、空いている時間はポッドキャストを聞いたり現地の新聞を読んだりし

ています。 

 

国際交流プログラム内容について  

月曜日から金曜日 17 時から 20 時 20 分（因みに DELF の試験期間は時間が前後したり

休 憩後の授業がカットになったり変動がありました）フランス語の授業を受けます。テー

マ は一週間ごとにリセットされます。C1 クラスだったからか、自分でプレゼンを用意す

るなど課題も本格的でした。  

 

オンライン交流について  

オンラインであったことからどうしても音声の問題はつきもので、また現地にいる学生と

の交流も難しい部分がありました。ただ、先生はマイクの前で話したり、必要があれば他

の学生もマイクの前で話してくれたりとオンデマンドゆえの苦労を考慮してくださってい

たのはありがたかったです。 幸か不幸か、数人の学生がコロナウィルスに感染しオンライ

ンで参加したことは、私にとっては心細さが軽減する要因になりました。 エージェントの

方主催の懇親会ではリヨンの街案内もしていただけました。 オンライン交流プログラムを

終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか日本人以外の学生とフランス語

を学習したのは初めてでした。どの学生もフランス語の能力に関わらず積極的な発言を繰

り返していたのが印象的でした。オンラインゆえの苦労はありましたが、その姿に刺激を

受けられたことが何よりも良かったです。  

 

最後に（感想）  

研究や就職活動との並行で大変なことも多かったですが、参加してよかったと思える経 験

でした。ここで出会った方々とこれからご縁があるといいなと思います。 

 

以上 
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春季フランス語オンライン研修 

 

文教育学部 言語文化学科 

  2 年 熊谷 百花 

 

事前に準備したこと 

 私が参加する前の週の授業史料をもらって勉強した。 

 

オンライン国際交流プログラム内容について  

 トゥーレーヌ学院にて、3 週間フランス語のオンライン授業を受講した。資料をもとに

会話をしながら授業が進み、わからない単語があったら先生が丁寧に教えて下さるので、

授業がしっかり理解できた。 

 

現地学生とのオンライン交流について 

現地の学生さんがオフラインで授業を受けるなかでのオンライン参加だったので、先生

や学生さんとのコミュニケーションが取りづらく感じたが、積極的に話すようにし努力し

た。授業内で、自分の住んでいるところを紹介するというテーマで、生徒が一人ずつ発表

する場面があり、トゥーレーヌの雰囲気を知ることができた。 

 

オンライン交流プログラムを終えて、今後の大学生活やキャリアにどう生かしていくか 

 この研修の成果をはずみにして、これからもフランス語の勉強に励む。また、コロナが

収まったら、留学にも行きたい。 

 

最後に（感想） 

 この研修に参加する以前はフランス語に対する苦手意識がとても大きかったが、フラン

ス語のみの授業で理解ができるという経験ができて少し自身がついた。次は現地でより長

い期間、授業を受けたいと感じた。 

 

 

 

 

以上 
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2022年度春季オンライン短期研修参加者アンケート 
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参加したオンライン短期研修プログラムのよかった点 

 

【UC Davis】 

 講師の方が丁寧に質問に答えてくださった。発言する機会、話し合いをする機会が

十分に設けられていた。将来について考えることができた。発音を講師の方に聞い

てもらえるので自分の間違いに気が付ける。zoom レコーディングが見られるので難

しかったことでも後から風習ができる。 

 まず、英語を話す機会が多くあった点が良かった。また、現地学生との交流で、英

語での会話をリラックスして楽しむことができた点も良かった。現地学生は皆とて

も気さくで話しやすかった。 

 こまめにブレイクアウトルームが開かれ、個人の意見を多く聞けた。一人一人に注

目してくれる雰囲気だったので、話したいことがなかなか、伝わらなくて時間がか

かってしまっても最後まで伝えきることが出来た。 

 

【チェンマイ大学】 

 日本で現在学んでいる教育について英語で、また他の国の人から学べたこと。 さま

ざまなことについてメンバーと意見交換ができたところ。 現地の生徒と話す機会が

あったところ。 

 講義とディスカッションの 2つの授業があったので、理解することと発信することの

両方が鍛えられた。また、先生がとても優しくてフレンドリーで、やる気が出た。

発言することが怖くなかった。 

 講義やディスカッションで意見や経験を共有したとき、先生が毎回コメントをした

り質問をしてくださったこと。どんな意見も肯定的に捉えてくださったため、参加

者の自信につながったと思う。 

 先生が丁寧。資料を事前にくださり、録画も送ってくださったので、理解できない
点があったときや最終課題に取り組みたい際に復習できとても助かった。こちらが
うまく話せなくても待ってくださり、言い換えや助言をしてくださるので安心して
発言できた。 

 受講人数が 8 人程度で、少なすぎず多過ぎず、発言しやすい雰囲気であったこと、
lecturer の指示がわかりやすかった点 

 お茶大生だけでの授業だったので、とても話しやすかったです。一緒に参加したお
茶大生たちの語学力・伝える力の高さを見て、自分の英語学習へのモチベーション
が上がりましたし、失敗を恐れず、積極的に意見を発することができました。チェ
ンマイ大学の先生方も、課題や授業内容への質問に非常に親切に対応してくださり、
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講義やディスカッションに楽しく、かつ集中して取り組むことができました。 

 海外の先生とも生徒ともたくさんコミュニケーションがとれた点 

 英語に触れる時間が増えたことに加えて、学習内容である SDGSに対しての理解が深
まった点 

 

【マギル大学】 

 モントリオールの食文化やカナダの自然など理解しやすい内容を通して、積極的に

発言することで英語力の向上を図れた点。 

 他の参加者の学習意識が高く、例え日本人同士でも常に英語で会話できたこと。先

生方が優しく、できないことではなくできることにフォーカスしてくださったこと。

間違えても大丈夫、積極的に英語を使おう、という空気があったこと。カナダの文

化や動物、自然について学べたこと。なかなか学べない英語特有の発音の仕方につ

いて学べたこと。 

 参加している学生は皆学習意欲が高く、ブレイクアウトルームなどでも活発に英語

で話ができたこと。さまざまな大学に通う日本の学生に加え、中国の学生もいたた

め、プレゼンなどで協働する力がついたこと。 

 授業に関しては、20 人程度のクラスで人数が多めではあったが、先生が生徒をあて

る場面が多くあり、発言がしやすい環境であったことがとてもよかった。1 回の授業

で何度もブレイクアウトルームに行ったため、他の生徒をすぐに覚えられて、毎回

のブレイクアウトルームで、スムーズに会話がしやすかった。特に、カメラオンだ

ったため、距離も近く感じた。 また、参加している生徒も積極的で、ブレイクアウ

トルームやるべきことが終わった後にも、それに関係する話をするなど、プログラ

ムに参加している生徒自身が、積極的だったため、こちらもためらわずに積極的に

なりやすかった。 先生たちの話す英語はとても聞き取りやすく、易しい言葉を使っ

てくれていたので、理解できず困るということがなかった。先生の言うことが理解

できると、自信にもつながり、また、表現をまねして使うようになれるだけの期間

があるため、とてもよかった。先生も、週末に積極的に英語に触れることを勧めて

いたため、週末だからと言って、普段通りとはならず、楽しく過ごせた。 マギル大

学の学生とのグループで話したりゲームをする時間では、2 週間以上同じメンバーだ

ったため、お互いを知るだけでなく、会話が広がって、互いの文化を教えあったり、

自然に相槌の仕方を学んだりできて、とても有意義だった。 

 英語を使う機械が存分にあった点。 授業以外でも現地の学生やホストファミリー、

受講生と交流する機会が十分にあった点。 端的に述べると、このプログラム自体が

充実しており、大変良かったと感じております。 
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【トムスク国立教育大学】 

 人数が少ないこともあり一人一人をよく気にかけてくださり、それぞれの発音等も

細かく見てくださったので、ロシア語の学習を安心して行うことができたことがと

ても良かったと思います。 

 参加ハードルが高すぎない 繰り返し声に出して確認するのでかなり言語が身につき

やすい 授業自体は英語で行われるので、英語の聴き取りにも強くなる 

 初心者からでもロシア語を学べるのがいいなと思います。他に参加されていた方が
みんな１年ほど大学の授業でロシア語を学ばれてから参加されていて、本当に全く
ロシア語を学んだことのない状況から参加したのは私だけだったのですが、それで
も授業内容が基礎からだったので、なんとかついていけていたので、モチベーショ
ンを保つことができました。 
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編集後記 

 

この編集後記を書いているのは、感染力がある程度強いとされる『BA．5』が広がりを
見せ、新型コロナウイルスの感染が再び急拡大をしている夏の終わりのことです。そんな
折、日本でも入国 72 時間前 PCR 検査提出が不要になるという水際対策緩和のニュースが、
昨日入ってきました。海外協定校では対面での短期研修がすでに再開されていますので、
これで日本から渡航を伴う留学のハードルも幾分か下がるのではないかと思うと共に、よ
うやく「オンライン留学」のあり方が見直される時が来たのだと思いました。さて、そも
そも「オンライン留学」で何が学べるのでしょうか。 
私は「オンライン留学」は「留学」と言っているものの、これまでの「留学」とは別な

もので、人生 100 年時代を迎えるこれからの新しい学習方法の一つなのだと理解していま
す。「オンライン留学」では、自宅からオンラインで海外の大学の授業を受け、多様な文
化的背景を持つ学生たちとディスカッションや対話もします。プログラムによっては、現
地で生活する人とコミュニケーションをする機会があったり、人生に刺激を与えてくれる
講演会も実施されたりします。空間を共に過ごすことはできなくても、時間を共に過ごし、
学友と知識や経験を共有できることは、「オンライン留学」の醍醐味だと思います。「オン
ライン留学」を通して、海外に友人、国内に同士ができた参加者もいます。 
この報告書を読んでみるとわかりますが、参加者はみな、各自で立てた目標達成のため

に 
主体的に研修に参加をしています。この主体性が、「オンライン留学」成功のカギを握っ
ています。そのカギとなる経験を共有してくれた参加者の皆さんには心から感謝していま
す。 
世界で何が起きているのでしょうか。知っていて当たり前のことは、知らないとわかりま
せん。これほどデジタル化が加速し、「変化」を余儀なくされる時代を生きる皆さんだか
らこそ、「オンライン留学」を上手に活用し、その経験を糧として国際社会で活躍できる
人材へと成長してほしいと願っています。 
最後になりますが、この世界的パンデミック下においても有意義なオンラインプログラ

ムを本学学生に提供してくださった海外協定校担当者の挑戦と努力に敬意と感謝を表しま
す。また、学生の事前事後研修につきまして、丁寧にご指導頂きました松田デレク講師、
いつも迅速に学生対応をしてくださった石渡久和アカデミック・アシスタント、そして、
きめ細やかな学生対応と、学内広報や申請及び本報告書の編集作業を一手に引き受けてく
ださった崔アカデミック・アシスタントに心から深く感謝申し上げます。 
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